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   第74回LSC関西懇談会・懇親会のご案内 

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    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 司会  前田多加士 

12:15   入場 

１．13:00   吉村支部長挨拶、 新入会員 ・ 体験参加者紹介・・・・・・・・・・・・・・・ 吉村支部長 

２．13:20   LSC 内メール発信についてのお願い、同好会紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 後藤  繁様 

３．13:50   男4 人東ヨーロッパを行く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 正木 伸治様 

４．14:40   腹話術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 敏文様 

14:50                       －休憩－ 

５．15:10   イタリア 1 ヶ月旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 岩田 勝弘様 

６．16:00   最新スマホ事情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 安楽 秀典様 

７．16:30   旅の達人に聞く－旅仕度のノーハウ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 神原ヨシ子様 

８．16:50   連絡事項・次回幹事紹介 

第二部懇親会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会 松本久美子様 

開始から 30分 移動しないでください 

１．17:15   乾杯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 安楽  操様 

２．17:20   フラダンス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  フラダンス同好会 

３．17:35   歓談 

17:45   移動可  

４．18:45   ケイオンズ演奏 

全員で輪になって合唱 

５．19:15   中締め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 安楽 秀典様 
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関東支部勉強会 

 講師  及川徳男（盛岡在住） 

シニアライフを楽しく充実したものにするために、対策は早めに立てておくことに越したことはありません 

現在は医療技術の発達などによって、平均寿命がますます長くなっています 

より多くの時間が得られるようになったことは喜ばしいものの、 

同時に漠然とした不安を覚える方も少なくありません 

「不安を見える化」して解消し クラブライフを一緒に楽しみませんか？ 

資産活用、相続問題、介護、ケアホーム等、何回かに分けて勉強しましょう 

日時 12月 6日（水）14:00～17:00 

 場所 港区生涯学習センター ばる～ん 新橋 

17:00～ 関東支部 年忘れ懇親会を「魚金」（お魚料理がおいしいです）希望者のみ 

 

 

❤ 新会員紹介 ❤ 

会員担当世話役、井口由香子 

   関東支部                    よろしくお願いします！ 

同じ趣味をお持ちの方、お声を掛けてあげてください！ 

渡邊 利一さん  〒333-0806   埼玉県川口市      

趣味  E釣り･J旅行･U ｶﾗｵｹ･X料理 Y麻雀   

関東支部 北関東サロン会に属します 

 

住所の詳細・☎番号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 

 

 

    次号・103号より会報の発送業者が変わります 

会報部世話役  栗原美恵子 

      長い間、当クラブの会報発送を担当してくださっておりました発送業者 TTO の社内事業縮小により「メール便」 

部門を廃止する旨の連絡がありました。 

そこで、急ぎ TTO に代る業者探しに奔走し、数社比較した結果、 「株式会社 メディアボックス」に決まりました。 

そして、世話役会に諮って承認されました。 

コストの関係上、 今までのような紙封筒ではなく 「ビニール封筒（透明）」になりますのでお知らせいたします。 

尚、今回に「次年度会費の振り込み用紙」も同封させていただきますので、重ねてご協力をお願い致します。 

  

会員担当からのお知らせ  

会報部からのお知らせ 

 

関東支部からのお知らせ 
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紅葉の秩父路、SL列車での旅 

北関東サロン会 野田 裕充 

秩父鉄道 SL列車 2時間半、駅弁を食べながら車窓より紅葉の秩父を観賞 

  三峰神社、長瀞宝登山神社の参拝、長瀞の岩畳を観ながら豪快な船くだり、川くだり 

秩父の名湯で一泊 秩父路を思いっきり楽しもう！！ 

日 時 ： 平成 29年 11月 11～12日（土、日） 

集合場所 ： 高崎線熊谷駅改札口前＆秩父鉄道改札口前  

スターバックス コーヒー前どちらも近い  

集合時間 ： 11月 11日   9：30  

費 用 ： 25,000円（当日集金 封筒に氏名を書きご用意ください） 

行 程 ： 11月 11日   

         秩父鉄道熊谷駅 10：10発 ～ 三峰口駅 12：50着 

         三峰神社参拝 ～ 両神荘国民宿舎  温泉に入ってゆっくり、その後夕食宴会  

11月 12日 

         日中友好会館見学、道の駅 ～ 長瀞宝登神社参拝～昼食 ～ 川下り乗船 

          4：00  前後 解散 

申し込み先： 野田  

       栗原 

       三浦 

荒木 

 

 

 

第 55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 

テレビ・雑誌で話題の見た目も鮮やかな “八色小籠包 ” 

(高麗人参・フォアグラ・チーズ・黒トリュフ・ガーリック・蟹の卵・麻羅） 

11月 2日 （木） 11:30 

パラダイス ダイナシティ （銀座） 

8色小籠包 他   ￥2,300  （コーヒー付） 

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  

 

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 

 

【11月より着付け教室を再開】 

年賀状の販売が始まりました。 

早くも新年を迎える準備が始まったようです。 

そこで浴衣の着付け以来、お休みしていました着物着付け教室を始めます 

新年会に向けて ご一緒に始めましょう！ 

11月 9日  新橋バルーン  203号室  13：00～17：00 

11月 29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 

出席の方は連絡ください 

人数が少ない時には中止の場合もあります 

 

          青春とは人生のある期間ではなく、 

   青春        心の持ちかたを言う 

              バラの面差し、紅の唇、しなやかな手足ではなく、 

         たくましい意志、ゆたかな想像力、炎える情熱をさす 

             青春とは人生の深い泉の清新さをいう 

              青春とは臆病さを退ける勇気、 

              安きにつく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する 

              ときには、20歳の青年よりも 60歳の人に青春がある 

              年を重ねただけで人は老いない                 

理想を失うとき初めて老いる                    サムエル・ウルマン （作山 宗久訳）                  
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11月 LSC関西「旅に役立つスマホ PC勉強会」のご案内 

 「旅に役立つスマホ PC勉強会」 講師  安楽秀典 
「天高く馬肥ゆる秋」となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか 

さて、11月の勉強会を下記の通り開催させていただきます 

今回のメインは今、話題のアマゾン(Amazon)サービスです 

アマゾンのデジタルサービスをもっと快適に使いこなしましょう 

尚、無線 LAN ルーターをお持ちの方はご持参ください 

Amazonプライム会員大歓迎 ! 

▼ 日 時 : 2017年 11月 15日(水) 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 

               大阪駅前第二ビル 5階 

▼ テ ー マ :  

    1. 前回の復習 ・ 質疑応答 

    2. 「Clip box」 スマホで動画をダウンロードしよう 

    3. アマゾン最強活用術「知れば絶対トクする!!」選び方・使い方・買い方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 募集人員 : 25名 (LSC会員なら誰でも参加できます・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 

▼ 12月の開催は 15日(金)です 

2018年 1月 ・ 2月はお休みさせていただきます 

 

  発信  

安樂秀典 HIDENORI ANRAKU 

西宮市

☎:

📱:

E ﾒｰﾙ:
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【関東支部 11月の麻雀同好会例会】 

    知人が通院している病院では、何とリハビリに麻雀を行っているそうです 

  皆様、是非ご参加下さい 

日  時  １回目  11月 2日（木）ランチ会終了後 13：30～17：00 

2回目  未定（11月 25日以降、後日連絡します）  

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）  

★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  

 

 

【関西麻雀同好会 11月例会】のお知らせ 

日  時  初心者向け教室 「これから会」 11月 13日 第２月曜日 

「例会」    11月 27日 第４月曜日 

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 

                   初心者向け教室「これから会」、先月は女性 3人の初来会でたいへん盛会でした 

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 

 

                    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： 11月  4日（土） 18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 

体験・見学、歓迎します 

世話人 小島 襄二 
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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  

11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 

11月の開催予定は 27日（月）9:30~12:00 

場所は、総合生涯学習センター5階 第 3会議室 

12月７日関西 LSC懇談会・懇親会席上に於いて、童話創作同好会活動を、 

世話役 中村チヨ子が紹介します 

童話創作に少しでも関心のおありの方は、何なりとご質問下さいませ！！ 

お待ち申し上げております 

尚、同会の講師は、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 

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≪ ≫ 

 

 

【11月度カラオケ同好会】 

カラオケ同好会では、参加者は声を上げて歌い、希望者はその後喉を潤し歓談して、半日を１２０％楽しんでいます 

同好会ですが、メンバーは登録制ではないので、どなたでも参加できます 

歌うことは気分が晴れますし、新しいメンバーにとっては参加メンバーを知ることにもなり、 

LSCの活動をより楽しむきっかけにもなると思います 

ぜひ、お気軽にご参加ください 

日 程： 11月 7日（火） 13:00~16:30 

場 所： ラウンドワン梅田店 

              〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町４−１６ 

         カラオケ直通 06-6312-6801 

募集人数： 10名～15名 

参 加 料： 1000円/人 

二 次 会： いつもの「たよし」を考えています 

佐藤博士 

 

 

咲く心 

うれしきは 

こころ咲きいずる日なり 

      秋、山にむかいて うれいあれば 

               わがこころ 花と咲くなり            八木重吉 
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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 講演会シニアライフプラン 12月 6日（水）14:30 港区生涯学習センターばるーん 

関西支部 懇談会・懇親会  大阪リバーサイドホテル 

東京サロン会    

みなとみらいサロン会    

北関東サロン会  紅葉の秩父路、SL の旅 11月 11日、12日 高崎線熊谷駅改札口前集合長瀞舟下り 

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） 

11月 30日（木） 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 

11月 7日、21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 11月 ７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 11月 2日  11:30 パラダイス ダイナシティ （銀座） 

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 

11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 

11 月４日・18 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 11 月 20 日

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 11月 ２日(木)、 

2回目 未定 

13:30～17:00 

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 11月 9日、29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  

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 11月 1日、7日、14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 11月 15日 (木) 

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１会議室 

13:00～  11月 27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 11月 27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   13:00～17：00 

カラオケ同好会 正木 伸治 ラウンドワン梅田店 13:30～16:30 11月 7日（火） 

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 11月７日 

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       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」  

 


