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第 73回 LSC関西支部懇談会・懇親会のご案内 

京都滋賀奈良ブロック  担当幹事 松本 信男 

開催日時 ： 2017年 8月 17日(木)  13：00～19：30     

開催場所 ： 大阪リバーサイドホテル  住所 大阪市都島区中野町 5－12－30（地図参考） 

         ☎  06-6928-3258                                                                                                                      

第１部 懇談会   ４階 会議室（13:00～17:00）           

12：15  受付開始 ４階にて           

13：00  懇談会開会宣言（幹事司会者挨拶、参加人員等報告） 司会進行 幹事 

松本 信男 

13：05   支部長挨拶                         LSC関西支部長  吉村東洋男 

13：15  新会員紹介及び体験参加者の紹介    

13：30  講演 1 「ノーベル生理学・医学賞受賞、折れない心、IPS細胞を発見 

【山中伸弥物語が出来るまで】         童話創作同好会外部講師  上坂和美  

14 :30       休憩 15分  

14 :45  講演 2 「 初めてのキューバへの旅体験談」                          佐藤博士 

15 :45   講演 3  「ポルトガル・スペイン ドライブ旅行体験談」 

盛岡勝治、白神昌亮、吉村東洋男、青田文男 

16：45  その他報告・連絡事項               次回幹事紹介 /兵庫ブロック  前田多加士   

17：00  懇談会終了   ３階へ移動 

 

第２部 懇親会  ３階 宴会場（17:15～19:30）       司会進行 生野洋子     

◇17：15   乾杯音頭             塩原  聡                             

◇17：40   歓談タイム（最初の３０分は席移動不可で懇親を図る）     

◇18：50   ケイオンズ生演奏    

◇19：15   ケイオンズの伴奏で全員合唱「上を向いて歩こう」「青い山脈」      

◇19：30   中締め                若林紘一郎                  

  （以上 会員敬称略） 
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日時：2017年７月 22日（土）13：00～17：00  

場所：いきいきプラザ 神明・浜松町 港区浜松町一丁目 6 番 7 号. ☎ 03-3436-2500 

JR山手線、京浜東北線：浜松町駅北口より 徒歩 4分 

都営地下鉄 大江戸線：大門駅  

A2出口より徒歩 3分 

B1出口より徒歩 4分 

 

 

プログラム 

13：00 開会宣言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会   

13：00 開会挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 洋子 

13：05 講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西脇  勇 

「超古代文明と日本文化」 

13：45 新会員紹介 

14：05 ロングステイ報告 

海外編 ハワイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小川 鑛一 

14：25         チェンマイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北川 忠澄 

*****休憩 15分 ***** 

15：00    国内編 北海道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川本周二、山田恭子、鳥井三枝子他 

15：25 旅行企画 お誘い旅行の発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・川本 周二 

15：40 同好会紹介 

16：00 質疑応答（LSC についてわからないことなどをお聞き下さい） 

17：00 親睦会（希望者）新会員の皆さま奮ってご参加ください。 

気の合う仲間作りのチャンスです。  

先輩会員の方々にも 大勢のご参加いただいて 新会員の皆さまを歓迎いたしましょう。 

                                 （上記、失礼ながら敬称を省略させていただきました） 

 

 

 

 

 

 

新会員歓迎 
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❤❤新会員紹介❤❤ 
会員担当世話役、井口由香子 

                      新会員の皆さま!! ようこそ、ロングステイクラブへ！ 

     心から歓迎いたします！ 

    懇談会、同好会等の活動に積極的にご参加ください 

国内外のロングステイや旅行、そして老後の暮らし方など、有意義な情報がたくさん得られます 

また、是非会の運営の一役を担って頂き、今までに培われた知識や経験を 

会運営に発揮してくださることを期待しております 

責任、労力、時間の負担が多少ありますが、それ以上に得難い仲間との出会いや,充実感があります 

クラブライフを大いにエンジョイなさって頂きたいと願っています 

先輩会員の皆さま、各種活動の折に、新会員の方とお会いになりましたら、お声を掛けて上げて下さい 

6月の新会員 

岡佳樹さん        兵庫県三田市    登山・旅行 

幡川民子さん       和歌山県海南市  登山・旅行・刺繍・木彫り等 

桐原ひとみさん      USA Las vegas      旅行・英語・料理 

田口美由紀さん    大阪府泉佐野市   ダイビング・バイクツーリング等 

町谷卓男さん      大阪府泉佐野市   ダイビング・バイクツーリング等 

尾崎俊哉・朋子さん  大阪府大阪市      ゴルフ・釣り・食べ歩き等 

渡辺千恵さん      大阪府泉南郡 釣り・ダイビング・ヨット等 

岡田佳顯・美智子さん 大阪府堺市  カラオケ・ジムトレーニン

グ 

井上秀子さん      東京都中野区  ゴルフ・釣り・料理等 

メールアドレス変更 

花岡 和子さん    

    住所変更 

関口 淑子さん     埼玉県桶川市若宮へ（埼玉県北本市本宿から） 

     

   

※電話番号・住所の詳細は会員名簿の変更のみとさせていただきます 

 住所・電話番号・メールアドレスのご変更の際には、下記までご連絡ください 

 

会員担当世話役、井口由香子 

 

 

 

 

 

 

会員担当からのお知らせ  
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関東支部会報部世話役  栗原 美恵子 

９月 15日発行の 102号会報発行のための準備に入りました。 

102号の編集は、関東支部が担当します。 

つきましては、全国の会員の皆様に、原稿の募集をお願いする次第です。 

原稿の募集要項は次の通りです（基本的には従来通りですが、下記の通りとします）。 

  テ ー マ ： 政治や宗教、思想を除き自由 

  文 字 数 ： 原稿用紙１～６枚程度 400～2400文字程度ですが、一応は自由とします。 

 （長くても短くても問いません） 

  締 切 日 ： ７月 30日（編集の都合上早く頂くことがベター） 

  原稿様式 ： 基本的にパソコンファイル 

（word ファイル、テキストファイル、e-mail の本文、その他ワープロソフトの形式） 

                 手書きでも可 

  原稿写真 ： 原稿の写真を添付（紙の写真でも可） 

                 極力文章ファイルと分けて下さい（wordなどに貼り付けた場合解像度が落ちるため） 

  原稿送り先 ：  関東会報係宛  メールアドレス   

会報の表紙用の写真 募集 

みなさまお気づきでしょうか？ 101号の会報の表紙は国内になりました。 

そこでこれからは海外・国内問わない事になりました。 

素敵な写真がありましたらお寄せ下さい。お待ちしております。 

会報の裏表紙の写真 募集 

裏表紙に載せたい写真がありましたらこちらも募集いたしております。 

６枚～８枚ぐらいでお願い致します。 

よろしくお願い致します。 

 

表紙・裏表紙用写真の送り先：

篠崎春彦 までお願いいたします。 

 

   

    

 

                       

と 広 く 連 携 し 、 ワ ン ス ト ッ プ で 海 外 ・ 国 内 の ロ ン グ ス テ イ 情 報 を 収 集

で き る 日 本 最 大 の ロ ン グ ス テ イ に 関 す る イ ベ ン ト で す   

会報部からのお知らせ 
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才野 勝裕  

昨年 12月に実施した初心者向け動画編集講習会を再度開催してほしいとの声が多いので、 

同じ内容でこの 7月に 開催しますのでお知らせいたします。 

マイクロソフトが提供する無料の動画編集ソフト （ムービーメーカー）を使用します。 

全くの素人でも直感的に操作できるので初心者には最適です。 

これまで撮りためてきたデジカメ写真を動画風にアレンジしてタイトルや説明字幕を入れて BGM をつけ 

DVD に焼き付けて DVD レコーダにかけて大型 TV で家族と一緒に見たり、 お友達に DVD をプレゼントしたりできます。 

対  象  者：  ＊パソコンに興味があって写真の編集をしてみたい 

＊撮り貯めたデジカメ写真をアルバム風にまとめたい方 

        ＊お孫さんの写真を動画にまとめてプレゼントしたい方 

        ＊動画を Youtube にアップしてみたいと考えている方 

                 

日   程： 1回目 （日時） 7月 24日（月）13：00～17：00  

           （場所）  晴海トリトンスクエアー2F 会議室 

           （内容）・ムービーメーカー（MM)の基礎知識  MMのインストール、写真の取込み、  

BGM の付加、表題、字幕の付け方   作成動画の保存と修正 

              ・教材 DVD を使ってムービー動画の作成実習 

              ・自分のピクチャファイルから写真を取込んで作成実習 

              ・デジカメで撮った動画の組入れと編集 

              ・自分の CD から好みの音楽を取込んで BGM にする 

               

             2回目 （日時） 7月 31日（月）13：00～17：00 

           （場所）  晴海トリトンスクエアー2F 会議室 

           （内容）   ・宿題の披露                ・動画ムービーの作成のコツ 

                 ・動画作品をメールで送るには  ・TVで見るための DVD焼き付け方 

                 ・Youtubeへのアップロード 

  内  容： 前回と同じ教材の V2（テキスト・写真・音楽素材 CD）で行います 

   参 加 費 用： 1000円（2回分 但し 1回のみの出席でも同額）テキスト代+教材用 DVD+その他雑費  

   使用パソコン： 受講者個人のパソコンをご持参 ください。 

           ・Windows7 又はWindows10で稼働するパソコンに限定します 

              （WindowsXP、VISTA、Win8.1の PCは対象外です） 

           ・内蔵 HDの空き容量が 10GB以上あること 

   募 集 人 数：15名  

   申  込  先：お問合せ先： 才野勝裕 ☎  

携帯   ※先着順で受け付けます。 メールで申し込んでください。 

   申 込 締 切： 7月 7日（金）まで 

   そ  の  他： 今回は 3名の関東支部の情報部スタッフがアシスタントとして受講者をサポートします。 

 

 

情報部からのお知らせ 
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7月 LSC関西「旅に役立つスマホ PC勉強会」のご案内 

日ごとに陽差しも強くなり、木陰が恋しい季節となりましたがいかがお過ごしでしょうか。 

さて、7月の勉強会を下記の通り開催いたします。 

今回はスマホと PC を接続してデータ転送ができる「AirMore」と 

Windows10 クリエィターズアップデートにつきまして説明いたします。 

PC がWindows10 の方は、下記のアドレスから「クリエィターズアップデート」されることをお勧めいたします。 

アップデートには 2時間半程度必要です。 

下記のアドレスをクリックして「今すぐアップデート」をクリックしてください。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 

◆ 日 時: 平成 29年 7月 28日(金) 13:30～16:30  

◆ 場 所: 大阪市総合生涯学習センター メディア研修室 

           大阪駅前第 2 ビル 5階 

◆ テ ー マ: 

   1. Windows10「クリエィターズアップデート」で何が変わったか? 

   2. スマホと PC を無線で接続してデータ転送が簡単にできる「AirMore」 

３. (時間があれば前回の復習です) 

     今、超人気の自撮りアプリ「ビュ-ティ-プラス」 

※今回はスマホ・PCl)4-4 ご持参ください。 

※お願い 自宅で使っている「無線 LANルーター」をご持参いただくと助かります。 

※事情によりましてテキストは参加者のみとさせていただきます。 

  

      ◆ 募集人員: 23名(申し込み先着順) 

◆ 参 加 費: 1,000円 

◆ 世 話 役:本村忠司、十河和夫、松岡一雄、佐藤博士、青田文男 

安樂秀典 HIDENORI ANRAKU 

西宮市

E ﾒｰﾙ: 

 

 

ダーツ同好会活動日のお知らせ 

世話人 小島 襄二 

日時： ７月 １日（土）、15日（土） 13：00～16：45 

場所： 西戸山生涯学習館   新宿区百人町４丁目７−１ 

☎ 03-3368-3221 

    会員も増え、たのしく活動しています 

   どうぞ 皆さまもご参加ください 

  初めての方でもゲームを楽しめます 

世話人 小島 襄二 
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関東 ７月の着付け教室のお知らせ 

世話役  栗原美恵子 

日時   7月 12日（水）14：00～   

場所   晴海トリトンスクエア 会議室   

  教室終了後、17：00から 「屋形船」 に乗船  

  夏の着物やゆかたで屋形船を楽しみましょう！！ 

出欠席を必ずお知らせください 

８月は休会 

尚、参加者が２人以下の場合 中止もあります  

栗原美恵子  

 

第 51回「お値打ちランチを食べる会」 

幹事   田原千鶴子 

85人乗りの屋形船を貸し切りましたので、まだ、余裕があります 

ぜひ、ご一緒に楽しみましょう！ 

けん玉講習会・マジック同好会・コーラス同好会の合唱など大いに盛り上がる事と思います 

7月 12日 （水）  17：30出航（2時間 30分） 

                   ※ 17:20迄にご乗船下さい。定刻に出港いたします。 

浮かぶ料亭！ 屋形船 晴海屋     www.harumiya.co.jp/ 

\11,000 （乗船料・江戸前料理・飲み放題込） 

                 ※屋形船でよく見られる天ぷら食べ放題のお料理ではありません。 

                            料亭の立派な懐石料理です。 

いつもと違う雰囲気の中で頂く料理は一段と美味しく会話も弾みます！ 

瓶ビール・ウイスキー・焼酎・日本酒・ワイン・梅酒・サワー類・ソフトドリンク etc. 

飲み放題ですが 飲み物他 持ち込みも自由です。 

屋上には展望デッキもあります。 

東京湾の夜景をゆったりと見ながらこだわりの料理をご堪能ください。 

ご家族、ご友人もご一緒に、涼やかに浴衣・単衣などいかがでしょうか！ 

当日は乗船場すぐ前のトリトンスクエア内に着付け室をご用意致します。 

※⒕:00~着付け同好会です。ご参加ください！ 

お申し込みの方には 3日以内に地図の入った詳細案内を送ります。 

4日過ぎても届かない方は、幹事迄メールが届いていない可能性もありますので 

お手数ですが、電話をくださるようお願いいたします。 

 幹事 田 原  

     

   高 野  

         澤 井  
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新橋駅、目の前の立地条件良く、雰囲気良く、価格も気に入った麻雀ルームです 

暑い夏は涼しい麻雀ルームが快適です 

皆さまのご参加をお待ちしております 

第１回目  ７月 10日（月） 13：00～17：00 

第２回目  ７月 19日 (水)  13：00～17：00   

場所： 新橋 いこい荘 駅前ビル 1号館 2階 

〒105-0004 東京都港区新橋２丁目 20−15 

☎ 03-6228-5670 📱090-3341-6723  

費用： 1,200円（フリードリンク付き） 

★申し込み：第 1回目は７月６日  第 2回目は７月 15日までに下記幹事まで 

「早くから始めたい」と言う方が 4名集まれば、11時から始めることも可能なので、ご希望の方はご連絡下さい。 

  幹事：   大島   緑  

高野美智子   

     

 

 

 

世話役  山里 誠志郎 

「これから会」は ７月 10日 第２月曜日 10：00（集合 9：50）～17：00 

３卓   参加希望者は、７月 ４日（月）迄に 

「例会」は    ７月 24日 第４月曜日 10：00（集合 9：50） 

             ４卓 

場   所 梅田「菜の花」 http://www.mj-nanohana.com/ 

ミスターりん ビル６階  ☎ 06-6311-1670 

* 場所代 1050円  + 例会参加費 200円 + 各卓の賞金代 1000円（成績順戻り） 

* 昼食 弁当持ち込みOK   アルコール持ち込み厳禁 （食事タイム休憩時間あり） 

    水・コーヒー・ウーロン茶・コーラ等フリードリンクあり(食事注文も可能) 

* 反省会 お初天神「たよし」にて  参加は自由 

新規の方も大勢のご参加お待ちしております 

幹事 山里誠志郎  
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関東支部「今月の行事予定」 

主 催 会 名 活 動 内 容 活  動  日 活 動 場 所 

本部からのお知らせ    

関東支部    

関西支部    

東京サロン会    

みなとみらいサロン会    

北関東サロン会     

菜の花サロン会    

マジック同好会 勉強会 

（新ネタ紹介と復習） 

 晴海 トリトンスクエア ２階 会議室 

 

関東合唱同好会 アカペラの混声合唱です 

歌の好きな方歓迎、 

男性もどうぞ 

７月 ４日、18日（火） 

13:00～17:00 

港区三田いきいきプラザ  A室 また B室 

 

得意料理同好会 得意料理を披露します  渋谷 リフレッシュ氷川  調理室 

フラダンス同好会 「カイマナヒラ」、「月の夜は」、「パ

ーリーシェル」、「南国の夜」と新

曲「アロハオエ」 

14:00～16:30 

休会 

 

三田いきいきプラザ 

 

ウクレレ同好会 ウクレレの技術向上と親

睦 

14:00～16:30 

 

三田いきいきプラザ 

 

卓球同好会 卓球の技術向上と健康

維持そして親睦 

毎月第 2、第 4水曜日 

7，8月は休会 

墨田区総合体育館 ３F アリーナ 

テニス同好会  毎月第 2木曜日  

７月 13日 

市川クリーンＳＰＡ 

お値打ちランチの会 食事と親睦 ７月 12日（水）17:00 屋形船 東京湾クルーズ 

絵画同好会 

(彩遊会) 

スケッチを中心に活動 

見学、入会歓迎 

毎月第３金曜日 

７月 21日（金） 

根津ふれあい館 (千代田線 ) 

根津駅下車徒歩２分) 

ダーツ同好会 体験見学を歓迎！ 

初めての方でもゲームが

楽しめます 

７月 １日、15日（土） 

13:00～16:30        

西戸山生涯学習館 

03-3368-3221 

旅行企画 旅行を通して会員同士

の親睦 

  

観劇同好会    

ダンス天国 踊って、唄って、笑ってを

モットーに 

第 3 月曜日７月 17 日

10:00～15:00 

東宝ダンスホール  

関東麻雀同好会 

健康麻雀 

初心者から上級者までの  

13:00～17:00 

[雀荘]   ☎ 03-3535-5501 

「吸わない・飲まない・賭けない」の健康麻雀 

着付け教室 １人で着物が着られるように ７月 12日 14:00～ 晴海 トリトンスクエア 会議室 
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関西支部 「今後の行事予定」 

主 催 会 名 幹   事 活 動 場 所 時   刻 予 定 日 

麻雀同好会 山里誠志郎 「菜の花」  

ミスターりんビル ６階 

10:00～17:00  

 

「これから会」７月 10日(月) 

「定例会」 ７月 24日(月) 

男の料理同好会 正木 伸治 クレオ大阪東クラフト調理室 9:30~17:00  

囲碁将棋同好会 奥田 知己 北区民センターJR 環

状線「天満駅」西へ 3 分  

PM13:00~ 休会中 

LSC関西英会話同好会 岩田 勝弘 総合生涯学習センター 

第 1会議室 

9:30~12:00 ７月５日・19日 

いずれも（水）   

LSC関西「旅に役立つPC勉強会」              安楽 秀典 総合生涯学習センター 

メディア研修室 

13:30～16:30 ７月 24日（月） 

スキューバダイビング同好会 杉本 勇    

カードアート・折り紙同好会 本村 忠司 総合生涯学習センター 

第２会議室 

13:00～  ７月 24日（月）  

童話創作同好会 中村チヨ子 総合生涯学習センター 9:30~12:00  

ダンス同好会 赤野 文子 新大阪ココプラザ 9:30~12:00 休会中 

フラダンスの会 山里 登子 新大阪ココプラザ 

外部講師によるレッスン 

13:00~15:00              

軽音楽同好会 滝本 秀隆    

13:00～17：00 

カラオケ同好会 正木 伸治 ジャンボカラオケ「お初天神」 13:30～16:30  

魚釣り同好会 前田多加士    

ゴルフ同好会   三宅  求 聖丘カントリークラブ  7月 6日（木） 

関西懇談会・懇親会 松本 信男 大阪リバーサイドホテル 13:00～ 8月 17日（木） 

関西運営会議 吉村東洋男     大阪駅前第２ビル５Ｆ 第５会議室 

中部ブロック 懇談会・懇親会 盛岡 勝治    

大阪・和歌山ブロック懇談会 奈良・和歌山    

会報編集講習会 正木 伸治 第１会議室 AM,PM  

お誘い旅行 旅の情報会 

打ち合わせ会・勉強会 

    

一万人の第九 本村 忠司    

お誘いステイ   新竹 

台湾・       高雄 

神原 克収 東星駿業 

摩天海湾商旅 

09.14～10.06 

2018.01.14～02.13 

 

 

エレナさんと行くアドリア海の旅 神原 克収 マルタ島～シシリー島～ ドブロクニク～モンテネグロ ６月 8日（木）～27日（火） 

クルーズ同好会  八田  忠 掘り出し物クルーズ 客船「飛鳥Ⅱ」  

 


