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関東支部例会 

日 時：12月 7日（木）13:30 ～ 17:00 

場 所：トリトンスクエア 集会室  

             及川徳男 テ ー マ： ◎「シニアライフ プラン」   

◎神楽・和太鼓を以ってイスラエルとフランスとの文化交流 西脇  勇 

◎質疑応答 

    ◎みんなで歌いましょう 

忘 年 会：鴻星海鮮酒家 晴海トリトン店（希望者）  ☎ 050-3491-0571 

〒104-0053  東京都中央区晴海 1-8-16  3F-8  

「忘年会の由来」は、 遡ること鎌倉時代。貴族などの上流階級の人たちが集い、 

1晩中和歌を詠んだ「としわすれ」という行事が起源と言われています 

和歌を詠んで夜を過ごす静かで厳かな年中行事だったようです 

現在のドンチャン騒ぎの忘年会のスタイルに近づいたのが江戸時代 

1年の苦労を忘れるために酒を酌み交わす習慣が庶民の間に生まれたそうです 

 

 

関東支部新年会 

第 57回「お値打ちランチを食べる会」 協賛 

           都心に在って、都会の喧騒を忘れさせる静謐な空間でゆっくりと優雅なひとときをご堪能ください 

日枝神社もすぐ近く、初詣もどうぞ！！ 

皆様、ご一緒に新年を寿ぎましょう 

日 時 ： １月 5日 （金） 12:00 

場 所 ： 赤坂茶寮   参加申し込みの方には地図の入った詳細案内を送ります。 

費 用 ： ￥3,500（ 旬の味わい 会席料理 ）乾杯用の飲み物付き・追加は別料金 

締 切 ： 12月 20日 

 

申 込 先 ： お値打ちランチを食べる会   田 原 千鶴子 

  

                田原  

              高野  

                 澤井  
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関東支部からのお知らせ 
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   第74回LSC関西懇談会・懇親会 

兵庫ブロック   前田 多加士 

日時：平成29年12月７日（木） 13：00～19：15 

場所：大阪リバーサイドホテル   大阪市都島区中野町5－12－30 

☎ 06-6928-3251 

第一部懇談会  12:15   入場 司会  前田多加士 

第二部懇親会  17:00      司会 松本久美子 

乾杯 安楽 秀典 

         

【１万人の第九を歌う会】 

                             「1万人の第九を歌う会」 幹事  本村 忠司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で 35回目を迎える『サントリー１万人の第九』は、12月３日（日）に全国から 

大阪城ホールに集まった１万人の合唱団が心を一つにして歓喜の歌を合唱します 

今年は、初めてライブ配信が行われますので、是非ご覧ください 

詳しくは下記の URL をご参考にして下さい 

そして、来年はこの１万人の仲間に入って歓喜の歌を一緒に歌いませんか？ 

http://www.mbs.jp/daiku/ 

                    「1万人の第九を歌う会」 幹事  本村 忠司 

 

郵便料金にご注意（郵政料金より引用） 

年賀状の季節ですが今年は郵便料金が改正になりましたので気を付けて出しましょう・・・・・・・ 

郵便料金の改定により、通常はがきの料金は 52円から 62円となりましたが、 

年賀はがきについては、12月 15日～1月 7日の間に限り、52円で差し出すことができます。 

詳しくはこちらをご覧ください。  

http://www.post.japanpost.jp/service/fee_change/nenga2018/   

 

関西支部からのお知らせ 



3 

 

 

「12月の東京歩こう会」 

都立公園「野川公園」の近藤勇ゆかりの地を歩こう 

ここの前身は、国際基督教大学（ICU）のゴルフ場で、その周辺の神代植物公園、武蔵野公園、 

多磨霊園、調布飛行場、浅間山公園、府中の森公園などの緑地を含め「武蔵野の森」と呼ばれている  

運が良ければカワセミが見られるかも・・・ 

近藤道場撥雲館は、三鷹市、調布市の境、野川公園の入り口の三叉路の人見街道沿いにある 

豪農で篤農家でもあった近藤勇の父 宮川久次郎は、広い自分の屋敷内に寺小屋を開くとともに、 

幕末時盛んであった武術の一派「天然理心流」の道場を開き、勇兄弟をはじめ近在の子弟を集めて 

学問や武術を指導していた 

日 時： 12月 11日（月）13：30 

集 合： 西武多摩川線新小金井改札出口 

アクセス： 中央線武蔵境駅から多摩川線に乗り換え 1駅   

行 程： 新小金井駅～野川公園～武蔵野公園～多磨駅 

       

幹 事： 川本周二   

          荒木  透  

 

 

「関東支部・チェンマイ同好会」 世話役・北川 忠澄 

2017年は 100名を超えましたが、2018年も既に 77名が参加 

その人気の秘密 

    その１． 日本が寒い折に温暖。 

その２． 物価が約１／３と安く、果物も新鮮で価格が安く、年金者でもロングステイが可能。 

    その３． 親日的で治安も比較的良い。 総合病院も近く日本語ＯＫで安心滞在が可能。  

    その４． 東西支部の LSC滞在者間交流が活発で、楽しく集い・過ごせる「大人のロバの国」。 

    その５． 日本から６～７時間で行けるので、身体の負担が軽い。 

    その６． 一度訪れると殆どの方がリピーターになり、会員が全国より訪れる魅力ある滞在先。 

2018年の行事予定 

    ① ２月２日（金）～４日（日）－－－「チェンマイ花祭り」 

    ② ２月２日（金）－－－－－－－ LSC全体食事会」 

    ③ ２月６日（火）～７日（水） 一泊旅行「世界遺産スコータイ他」 38名参加。 

    ④ 「関東支部情報交換会」 日時は未定ながら計画中 

    ⑤ 「ソンティウを借り切り・ハンドン工芸品とボーサン・絵付け他」 日時は未定、等々 

チェンマイに関して、総ての疑問・質問等の問い合わせ先（親切・丁寧な対応） 

「関東支部・チェンマイ同好会」 世話役・北川 忠澄  

 

東京サロン会からのお知らせ 
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             第 56回 「お値打ちランチを食べる会」 

「お値打ちランチを食べる会」 世話役  田原千鶴子 

目利きが仕入れた北海道の郷土料理 

平成 29年最後のランチ会のお知らせです 

今年の思い出、来年のロングステイ・お誘い旅行のお話などを楽しみながら 

美味しい北の味を頂きましょう！！ 

   12月６日 （水） 12:50  （お店の都合で遅い設定になりました） 

はまなす亭 平河町店  ￥2,300 

北海の彩会食・食前酒付き（グラスワイン赤） 

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、☎をくださるようお願いいたします 

     申込先     幹事  田原    

                        

                  高野 

                  澤井 

 

2018年関東支部スキー同好会から 

関東支部スキー同好会幹事 相田達雄・田原千鶴子 

新しい年のスキーシーズンが近づいてきました 

LSC-ALL メーリングリストでもすでにお知らせしたとおり 

2018年のスキー同好会は２度のスキー行を計画しています 

① １月９日～12日 尾瀬岩鞍スキー場 四季倶楽部旅ナイスミドルスキー 

男女別相部屋 ツアー代金 一人 36200円 9名予約しています 

② ２月 19日～22日 ルスツスキーリゾート JALパック 

スキーをするしないにかかわらず 冬の北海道を楽しみます 

男女別３名一室 ツアー代金 一人 46300円  

九州と大阪からの参加を含め 19名の方が予約されています 

 関東支部スキー同好会幹事 相田達雄・田原千鶴子 

 

【12月の着付け教室】 
新年会も決まりました 

今年こそ、箪笥に眠っていた着物を復活させましょう 

新年会に向けて ご一緒に着付けを始めましょう！ 

12月  8日  新橋バルーン  203号室  13：00～17：00 

12月 20日   新橋バルーン  203号室  13：00～17：00 

連絡先  栗原美恵子  

                      高野美智子 
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    12月 LSC関西「旅に役立つスマホ PC勉強会」のご案内 

紅葉の美しい時期となりました 

皆様いかがお過ごしでしょうか 

さて、12月の勉強会を下記の通り開催いたします 

今回は革新的なスマホメールアプリ「Inbox」を取り上げます 

一度使えば止められません 

尚、無線 LAN ルーターをお持ちの方はご持参ください 

◆日 時： 平成 29年 12月 15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.前回の復習・質疑応答 

    2.スマホの革新的メールアプリ「Inbox」 

    Inboxは、届いたメールを自動的に分類分けしてくれます。これが超便利です 

    さらに、関連する情報をまとめて表示してくれます 

    添付してある写真をサムネイルで表示したり、ファイルも表示されますので一目瞭然です 

    わざわざメールを開かなくても状況を把握できます 

      Gmail を進化させる新機能が満載!これからのスマホのメールアプリはこれで決まりです 

◆募集人員：25名(申し込み先着順) 

◆参 加 費：1,000円 

◆世 話 役：本村忠司、青田文男、十河和夫、佐藤博士、松岡一雄 

◆1月、2月の勉強会はお休みさせていただきます 

安樂秀典 HIDENORI ANRAKU 

西宮市

☎:

📱:

E ﾒｰﾙ:

 

  

【関東支部 12月の麻雀同好会例会】 

12月 ９日（土）  新橋「アネックス新橋店」 SL広場の近く 

〒105-0004 東京都港区 新橋 2-6-5 織田興産ビル 3,4,5階 

12月 21日（木）  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）  

★麻雀参加希望の方は直接下記幹事迄ご連絡下さい 

幹事： 大島   緑   

高野美智子   
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【関西麻雀同好会 12月例会】のお知らせ 

12月第 4月曜日は最終週・クリスマスと重なりますので、と第 3 月曜開催とします 

12月  4日 第 1月曜 初心者向け教室 「これから会」「第 2回麻雀教室」  

12月 18日 第 3月曜日「例会」  

梅田「菜の花」 http://www.mj-nanohana.com/ 

ミスターりん ビル６階  ☎ 06-6311-1670 

                  初心者向け教室を開催し、より多くの方にご参加頂ける同好会にしていきたいと思っています 

＊例会終了後 2017年年間表彰式を兼ね忘年会を梅田で開催します 

毎年大変盛り上がるイベントです 

                    参加希望者は下記世話役までお知らせください 

山里 誠志郎< > 

 

 

 

世話人 小島 襄二 

日  時： 12月 ２日（土） 16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 

初めての方でもゲームを楽しめます 

お待ちしています！ 

世話人 小島 襄二 

  

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  

12月の童話創作同好会活動日のお知らせ 
世話役 中村チヨ子 

12月の開催予定は 25日（月）9:30~12:00 

 場 所；大阪駅前第２ビル 5階大阪市生涯学習センター第一会議室  

童話創作同好会は毎月一回同上場所で勉強会を行っています 

その他、年一回郊外学習を行っており、11月に万博記念公園で楽しい一日を過ごしてまいりました 

お気軽に見学参加をお待ちしております 

世話役 中村チヨ子までご連絡ください 

大歓迎いたします！！ 

前回の懇談会で ”山中伸弥物語” を講演頂いた上坂和美先生が 

毎回懇切丁寧にご指導くださっております 

素晴らしい先生です 

中村 チヨ子≪ ≫ 
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第 28回 LSC関西 男の料理同好会のお知らせ 

世話役  正木 伸治 

この時期毎年恒例の「家族に贈る愛情のこもったクリスマスデコレーションを作る」 

奮ってのご参加をお待ち致しております 

開 催 日 ： 平成 29年 12月 22日（火）９：30～17：00（早く終了することもあり） 

場 所 ： クレオ大阪東クラフト調理室（JR環状線京橋駅より徒歩７分） 

講 師 ： 正木伸治 

参 加 費 ： 当日の会場費、材料費、その他必要経費を参加者で頭割り割り勘と致します 

（内容によって変わりますが、今までの実績から大凡 2000円～3000円になる予定です） 

定 員 ： 20名（最少開催人数 10名で、10名以下の場合は中止致します） 

申 込 み締 切 ： 申込み先着順で定員になり次第締切と致しますので、お早めの申込みをお願い致します 

参 加 資 格 ： LSC会員であること。男の料理同好会ですが、男女は問いません 

料 理 内 容  :     １．クリスマスデコレーションケーキ（18㎝径） 

２．カレーライス（昼食賄い用） 

３．ミックスサラダ（昼食賄い用） 

＊２～３はあくまで昼食用として作るもので、講習は致しませんので 

配布したレシピのみで作って頂きます 

レシピの配布等 ： 開催１週間前にメールにて配布致します。当日プリントアウトして持参下さい 

     持参するもの、班構成、その他詳細事項も記載しておきます 

 

 

Take Time                     時間をもとう 

Take time to think.                       考える時間を持とう 

It is the source of power.                  それは力の源 

Take time to play.        遊ぶ時間を持とう 

It is the secret of perpetual youth.  それは若さを保つ秘訣 

Take time to read.    読書の時間を持とう 

It is the fountain of wisdom.   それは知恵の泉になるから 

Take time to love and be loved.   愛し、愛される時間をもとう 

It is a privilege.     それは一つの特権だから 

Take time to be friendly.    人と親しくなる時間をとろう 

It is the road to happiness.   それは幸せへの途だから 

Take time to laugh.    笑う機会を作ろう 

It is the music of soul.    それは魂の音楽だから 

Take time to give.    他人に施す機会を作りなさい 

It is too short a day to be selfish.  利己的であるにはとても短い一日だから 

Take time to work.    働く時間を持とう 

It is the price of success.   それには成功というご褒美がある 
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山好き、台湾好きの皆さまへ 

佐藤 博士 < > 

台湾在住の西田会員より台湾最高峰の玉山への登山を案内くださる方が見つかったとして、 

以下のようなご案内を頂きました。 

以前、台中へのお誘いステイに行っておられた方が登ろうとして、許可が得られず断念された経緯があるように、 

多くの方が登りたいと憧れていますが入山規制があり、許可をとるのが難しいようです。 

今回の提案してくださっている方は、何度も登られていて、手続きにも詳しい様ですし、安全をサポートして 

くれる方のスタッフも一緒に行ってもらえる内容になっています。 

ご提案では、時期は 4月初旬が花が咲いて綺麗だそうですし、許可を取りやすいとのことです。 

その為には申し込みは 12月 10日くらいまでにしないといけないらしく、取り急ぎ西田さんからのメールを 

そのまま貼り付けました。この提案をご覧になって、参加を希望される方はメールでその旨をお伝えください。 

めったにない機会ですので、ご検討なさってください。 

費用的に 6名以上で進めたいと思います。 

また、ここで確認できていないことは、並行して確認します。 

もし、時期的に難しい方も、都合の良い時期を参考までにお知らせください。 

また、この日程以外はロングステイされたり、島の観光をされたり自由です。 

12月 2日までにお返事いただければ嬉しいです。 

      https://drive.google.com/open?id=1eROBSZQaNnXuG-d9rxFPyBOv1f-LHpqU 

台湾玉山登山へのお誘い   

【行程】  

第一日目    

8時出発（台北集合場所からチャーターバスにて）   

14時頃玉山麓の民宿着（本日の宿泊地）  

部屋で一服後身体ならしを兼ねて二時間ほど散策  

＊朝食は出発までに各自済ませてください。昼食・夕食は用意しております。  

第二日目  

6時麓民宿出発➡登山口にて入山申請後登山  

12時排雲山荘着（本日の宿泊地。ここで高山に体を順応させます）  

朝昼夜食は用意しております。  

第三日目  

早朝 3時山荘出発➡5時半頂上  

下山後山荘にて朝食、朝食後登山口まで下山し帰路につきます。  

帰路、嘉儀あたりで昼食、20時頃台北着予定。  

朝昼食は用意しております。  

第四日目  

一色誠氏の慰労会を兼ねた登頂成功祝賀会 （実費精算）   

 



9 

 

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 支部例会 12月７日（木）13:30 トリトンスクエア 集会室 

関西支部 懇談会・懇親会 12月 7日（木） 大阪リバーサイドホテル 

東京サロン会 野川公園に近藤勇のゆか

りの地を訪ねる 

12月 11日（月）13:30 西武多摩川線新小金井改札出口 

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 

12月 5日、19日（火） 

14:00～17:00 

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」「アロハオエ」 

14:00～16:30 

 

三田いきいきプラザ 

休会 

ウクレレ同好会 ウクレレの技術向上と親睦 12月 5日 

13:00～14:00 

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 

 

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  市川クリーンＳＰＡ   

お値打ちランチの会 食事と親睦 12 月  6 日 （ 水 ）  

12:50 

「はまなす亭 平河町店」 

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 

12月 17日  

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！ 

初めての方もどうぞ 

12 月 2 日・16 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 

12月 12～19日ハワイ旅行 限られた日数でそれぞれのハワイ体験 

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  未定  

10:00～15:00 

東宝ダンスホール  

関東麻雀同好会 

「吸わない・飲まない・

賭けない」の健康麻雀 

初心者から上級者までの 1回目12月  9日（土） 

2回目 12月 21日（木）

13:30～17:00 

新橋「アネックス新橋店」☎03-3593-6111 

新橋 「いこい荘」 駅前ビル1号館2階  

☎ 03-6228-5670 

着付け教室 １人で着物が着られるように 12月 8日、20日 港区生涯学習センター ばる～ん 
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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」11月 13日 

「定例会」     21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 12月 22日（火） 

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 12 月 6日、13日、20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 12月 15日 (金) 

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４会議室 

13:00～  12月 25日（月）午後   

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 12月 25日 (月) 

ダンス同好会 赤野 文子 新大阪ココプラザ  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 

             

軽音楽同好会 滝本 秀隆 新大阪ココプラザ 13:00～17：00 12月 3日（日） 

カラオケ同好会 正木 伸治 ラウンドワン梅田店 13:30～16:30  

魚釣り同好会 前田多加士    

ゴルフ同好会   三宅  求     

関西懇談会・懇親会 前田多加士 大阪リバーサイドホテル 13:00～ 12月 7日（木） 

関西運営会議 吉村東洋男 大阪駅前第２ビル

５F第２会議室 

9:30～11:45 12月 7日 (木)  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 杉本  勇 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   12月 3日（日） 

お誘いステイ       高雄 神原 克収 摩天海湾商旅 2018.01.14～02.13 高雄 

キューバ・メキシコお誘い旅行 神原 克収 

山田 耕作 

キューバの世界文化遺産 

メキシコ マヤの古代遺跡 

2018.05.16 ～ 06.05 

21日間 

 

クルーズ同好会  八田  忠 掘り出し物クルーズ 客船「飛鳥Ⅱ」  

 


