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一日の長さがずいぶん長く感じられる季節となりました。 

６月の Hot Newsは関西支部の担当です。 

関西支部では初めての試みです。 

至らないところは多々あると思いますが、よろしくご支援おねがいいたします。  

 

                              

                         

 

 

6月 4日・5日 ＡＭ10:～17:00    

 関西国際空港で開催 

入場無料 

  

                  世界に一番近い旅の博覧会。今年で第 12回目を迎えます。 

         政府観光局や航空会社等によるセミナーなど 『旅』 にまつわる楽しいイベントが盛りだくさん。 

各国の文化や風習をステージにて紹介され、当日は各国のご当地グルメ等も出店されます。 

       

      海外旅行セミナーについては席の数に限りがあるためWeb経由で事前登録が必要ですが、 

      会場を見て回るだけでしたら無料で登録の必要はありません。 

      その他、ゆるキャラによるイベントやインドネシア観光省による伝統舞踊パフォーマンス等も 

あり、また ロングスティをするにあたり,色々参考になる情報を得る事が出来ます。 

 

      私達 LSC関西も『PRブース』に出展し『セミナーではロングスティ 

クラブの概要説明と台湾・チェンマイロングステイについて話を 

します。 

お時間のある方は是非、足を運んでみてください。 

詳しくは下記の URL をクリックしてください。 

『 関空旅博 2016運営事務局 』  

大阪市北区曾根崎新地 1-3-16-6F  10:00～17:00 E-mail info@kanku-tabihaku.com                                                                                                

日 時   2016年 6月 4（土）～ 5日（日） 

会 場   関西国際空港 南北広場 

主 催   関西エアーポート株式会社/セミナー共催：一般社団法人日本旅行業協会関西支部 

後 援   観光庁 

協 賛   一般社団法人日本旅行業協会・株式会社サクラクレパス 

協 力   エースコック株式会社 

発  行：ロングステイクラブ 

発行日：2016年６月１日 

発行人：佐藤 洋子 

編集・校正：佐籐 博士・  関本 美智代       

発信・発送：正木 伸治・  佐藤 洋子・ 

徳永千世子・  澤井 恭子 

堀田 元美・  小池 栄子 

 

 

関西支部からのお知らせ 
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                    ★★ 会員担当からのお知らせ★★ 

                             会員担当  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なご参加をお願いします 

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も期待しております 

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いただ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 

 

メールアドレスの登録及び変更  

山田耕作さん     大阪府    

山田由美子さん  大阪府       

武藤釿二さん  大津市       

頼 崇賢さん   台湾台北市      

 

 

 

 

 

 

                                                               

                       日時：６月 8, 9, 10、 11 日 

                    場所：あてま高原リゾート「ベルナティオ」ホテル 

貸し切りバス（新宿発）を用意しました。 

日頃、なかなかご一緒できない北海道、東北などのご遠方の方々が 

ご参加しやすいように連泊にしました。 

ご都合で遅れての参加、早く帰る事も可能です。 

 

昨秋,銀繍の山々の美しさに思わず目を見張りましたが、 

この度は、新緑のあてま高原で思い出にゆっくりとした親睦の 4日間を過ごしましょう。 

                 

８日、9日のいずれかの一日に関東支部例会を開催します。 

コーラス・マジック・ウクレレ・フラダンス等日頃の練習の発表会も予定。 

会 費・・・・・ 一人 1,500円（宴会場使用料・スクリーンなどの備品借用代等） 

バス 代・・・・・ 往復 2,700円 

料 金・・・・・・・１泊２食→9,978円 9日 宴会場の食事＋540円 3泊 4日 計約 40,000円 

 

会員担当からのお知らせ  

関東支部からのお知らせ 
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関東『ダンス天国』6月以降例会のお知らせ 

                                亀山孝雄 

日 時   毎月第３月曜  

場 所   東宝ダンスホール 

集 合   切符売り場 10：00（10:00～15:00 この時間帯で自由参加）（幹事ナシ） 

    入場料  1,000円  貸靴 250円 プロ教師 30分 1,000円 

弁当、酒類は前のビル コンビニで購入 自席テーブルにて可 

東宝ダンスホールにて格安タイム 

毎週月曜 10;00～15:00 or 毎週金曜 10:00～12:00 

入場料 1,000円 

例会外の日でも,各自ご自由にお誘いあわせ ご利用されては 

 

第２回チェンマイ同好会開催のご案内 

昨年末より今春、全国より約 65名の会員がチェンマイに滞在されました。 

90％以上がリピーターで、避寒・物価安・親日的・生活し易い・花粉症対策等で 

「チェンマイロングステイ」を実践され、東西交流を深め共に楽しみました。 

   今回,来年のチェンマイステイに向けての現地情報の交換と、初めて海外ロングステイを 

お考えの方々へ 「予備知識のご紹介」、「ガイド」を計画しています。 

    当日の 会場手配・配布書類の準備等で、事前にお申込みをいただいた方を対象に 

開催させて頂きたいと思います。 

   お手数ですが下記の担当者迄、メール・お電話等でのご連絡をお待ち致しております。 

 

開催日時  6月 4日 （土）13:00～17:00 

会場  「三田いきいきプラザ」  港区芝 4-1-17   ☎ 03-3452-9421 

        JR田町駅西口より徒歩 10 分  地下鉄三田線・浅草線「三田駅」下車 A9 出口から１分 

開催内容 

① 体験者の報告・・・・・・・・・・・・堀内法子会員 

② チェンマイ滞在全般について 

▲ 現地コンドミニアム事情・格安フライト情報・1 月～3 月の気温と天候 

▲ 食事と日常の買い物・SIM携帯と両替・病院・薬局・交通事情等 

③ 滞在費比較 

④ その他 

  参加費  一人 200円（ 会場費・通信・印刷費他 ） 

申し込み 6月 1日 幹事迄 メール或いは TEL にて 

           お申込みされる折に、特にお知りになりたい事柄を一緒にご連絡ください。 

       終了後、情報交換を兼ねて親睦会を予定しています。（希望者） 

 

幹事  北川忠澄  

才野勝裕      
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     大阪・和歌山ブロック   担当幹事 山里誠志郎 

 

日時   2016年１6月 16日（木）13：00 ～19:15 

会場  大阪リバーサイドホテル 4階 大会議室 

大阪市都島区中町 5-12-3 ☎ 06-6928-3258 

受付開始 12:15～  4楷 大会議場前 

第一部・懇談会 

13:00～17:00-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会進行 山里誠志郎 

13:05  挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 関西副支部長 佐藤博士 

新会員、体験参加者紹介 

13:30  企画担当より諸連絡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大世古健治 

14:00  講演Ⅰ  「 レイテ島英霊慰霊と周辺の島めぐりの旅 」    正木伸治 

                

    

                 

 

               

      15:00  講演Ⅱ  「 チェンマイから国境を越えて旅行しよう 」    十河和夫 

 

 

15:45  休憩 (15分) 

        16:00  英語落語 Duke Kanada                   福井出律貢           

      16:45  その他報告・諸連絡 次回担当幹事様紹介 

17:00  懇談会終了 3楷へ移動 

         第二部・懇親会  

 17:15  乾杯   

        17:20  懇談タイム（自己紹介など、最初 30分は自分の席から移動しないように願います） 

      18:45  ケイオンズ生演奏 

      19:00  ケイオンズ伴奏で全員合唱            

      19:15  中締め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安田強志 

★ 会費男性 4,500円 女性 3,500円→支払いは懇談会受付時にお願いします。                 

★ 懇親会席はくじ引きで指定のテーブルへ 

★ 新会員及び体験参加者は紹介者を含め同じテーブル 

★ 飲み物は飲み放題です。（ビール、焼酎、ウィスキー、ウーロン茶、ジュース） 

 

 

関西支部からのお知らせ 
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中欧の旅＜ウクライナからギリシャまで＞ 

  当お誘い旅行の基本コースであり、ウクライナから最終ギリシャまでの 32日間 

A コース 2016年９月１日発～10月１日（関空・成田着）32日間 

B コースは９月９日（日本発）９月 10日ベオグラード着 ホテルでＡコースと合流  ギリシャ迄の 23日間 

Ａコースは参加人数に達しましたので募集締め切り 

Ｂコースは募集中（８～10名）総員 35名前後予定 

Ａコース（全行程）  ウクライナからギリシャ迄   約 31日間   

① 行程 日本発→経由地 ウクライナ（キエフ）・・・・・３泊 

    （現地ツアーにて チェルノブイリ原発訪問） 

② ウクライナ→ モルドバ（キシナウ） ・・・・・・・・・ ２泊 

③ モルドバ → ルーマニア（ブカレスト寝台車 ・・・・・１泊 

④ ルーマニア・ブカレスト  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２泊 

⑤ ブカレスト→ベオグラード  （バス移動）・・・・・・・・・３泊 

Ｂコース  ここから合流（9月 10日）23日間  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

⑥ ベオグラード→コソボ（ブリシュティナ）  ・・・・・・・・・・２泊（セルビア自治国？） 

⑦ コソボ→ マケドニア（スコーピエ）・・・・・・・・・・・・・・・２泊 

⑧ スコーピエ→オフリド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３泊（保養地） 

⑨ オフリド→アルバニア（ティラナ）・・・・・・・・・・・・・・・・・２泊 

⑩ ティラナ→ベラット・ギロカストラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１泊 

⑪ ギロカストラ・サランダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１泊~２泊 

⑫ サランダ→ ギリシャ（カランバカ・メテオラ・・・・・・・・・・・２泊（メテオラ修道院群） 

⑬ メテオラ→ＤＥＬＰＨＩ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１泊  

⑭ ＤＥＬＰＨＩ→アテネ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３泊 

⑮ 帰国準備 空港 経由→ 日本着 

連絡先   金田期泰     

 

 

  「宮岸忠治会員/北海道住宅貸付」のご案内 

 

      氏 名  ：  宮岸忠治 

      住 所  ：  〒099-2107 北海道北見市端野町川向 108 

      ＴＥＬ  ：  090-3393―6502 

      ＦＡＸ  ：  0157-56-3024（ インターネットはありません ） 

  

住宅形態 弟の自宅をリフォームし貸出します 

期 間     平成 28年 ８月 10日～11月 30日（ 冬も可 但し寒いです ） 

賃 貸 料   １ヶ月   30,000円（１ヶ月に満たなくとも） 

             光熱費 ・上下水道料 ・ 燃料費は別途  

宿 泊     ４名位 可（ ダブルベット１台 ・ シングルベット１台 ・ 他ふとん ） 

旅行企画のお知らせ 
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一万人の第九を歌う会 

                                                       幹事 本村忠司 

 

大阪城ホール落成記念行事として、1983年に産声をあげて今年で 34回目を迎える 

【 サントリー一万人の第九 】です。参加者は北海道から沖縄まで、全国から参加されています。 

今年の募集は 5月 20日（金）から 6月 20日（月） PM５：00です。 

本番の大阪城ホールでの【第九】は、心の底から感動の波と嵐が身体を包みこみます。 

今年の本番は・・・・12月 4日（日）です。 

是非、 今年は沢山の会員の皆さんがチャレンジしてください。 

応募と詳細は右記 URLから http://www.mbs.jp/daiku/ 

 

 

6月の東京歩く会 「中川船番所資料館」の見学です 

 中川船番所資料館 

スカイツリーから水陸両用の「スカイダック」の船に乗り川下り（有料：2,900円 要予約 20名）し、 

東大島（ひがしおおじま：都営新宿線）で下船「中川船番所資料館」（有料 200円：予約なし） 

を見学します。 

出発  6月 22日（水）13:２５ 

乗り場 「とうきょうスカイツリー駅前営業所」 

 

 

 

幹事 川本周二  

 

 

 

関西・カラオケ同好会からのお知らせ 

幹事 後藤 繁 

カラオケで喉も気分も爽快、後は疲れた喉を癒しましょう。 

カラオケ同好会は下記要領にて実施いたします。 

「歌は世につれ、世は歌につれ・・・」流行歌をうたいましょう。 

多くの皆さまのご参加を待っています。 

カラオケ終了後は美味しいビール（飲み会）が待っていますよ。 

★ 日  時    2016年 6月 8日(水)13：30～16：30 

★ 場  所    ジャンボカラオケお初天神店（☎ 06-6311-5445） 

★ 費  用    1000円（シニア会員カードをご持参ください） 

           （ない方も免許証など証明できるもの提示ですぐ作成できます） 

★ ２次会     海鮮居酒屋 梅田直産市場（大阪駅前第３ビル 1楷）予定です。 

参加申し込み  A  カラオケ+２次会参加 Ｂ カラオケのみ 

同好会からのお知らせ 

東京サロン会 

http://www.mbs.jp/daiku/
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6月 LSC関西「旅に役立つ PC勉強会」のご案内 

6月の勉強会のテーマは前回に引き続き「Google ドライブ」の第 2回目です。 

「Google ドライブ」は代表的なオンライン・ステージサービスであり大変便利に 

使えます。スマホ・タブレット共連動しロングスティヤーには必須になってきます。 

新しい会員の方も歓迎いたします。 自分の PC持ち込みを推奨いたします 

◆日時: 平成 28年 6 月 29 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 ☎06-6345-5000 

◆テーマ: Google ドライブのすべて「その２」 

       テキストのみのご希望も承ります(DVDは参加者にご相談ください) 

◆募集人員:23名(参加費:1,000円＋100円(DVD代) 

◆世話役:本村忠司・十河和夫・青田文男・佐藤博士・安樂秀典 

※今後の予定(テーマは変更になる場合があります) 

7月 20日(水）Google マイマップを作ろう 

8月 31日(水)Windows10 の使いこなし 

 

西宮市  安樂秀典  

  

 

        

第 38回 「お値打ちランチを食べる会」 

６月 2日（木）  1８：30 

ホテル 椿山荘 「蛍の夕べ」 ディナービュッフェ 

 

昨年、屋形船ディナーが大変好評でしたが、今年は「蛍の夕べ」へのご案内です。      

                優雅で気品溢れる「ホテル椿山荘」でのディナービュッフェ。  

                少しおしゃれをしてお楽しみいただいては ！？ 

                  蛍をイメージした美しいアベタイザーの数々。 

          ローストビーフやフォアグラ。アワビ等々 贅をつくしたお料理が並びます。 

          ご堪能いただいた後に夜の闇に浮かぶ小さな光のダンスを楽しみましょう 

 

                  ￥8,000 （ 通常平日 ￥9,800  金、土、日 ￥10,800 ） 

      幹事  田原  

高野  

澤井  

 

tel:06-6345-5000
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LSC関西「スキューバーダイビング同好会」からのお誘い 

幹事  杉本 勇 

毎年行っている沖縄慶良間諸島ダイビングツアーを行います。 

世界で有数のダイビングポイントで一緒に楽しみませんか。 

参加の方は自己責任で現地ホテル集合・解散・全て各自での手配での参加をお願い致します。 

実施日   2016年 6月 19日（日）～24日（金） 5泊 6日 

19日は各地から沖縄那覇空港→ホテルへの移動日で、24日は逆の帰りの移動日です。 

航空券は各自で手配してください。 

現地ホテル集合、解散、ホテル名 ホテルサンコラール http://www.seafox.info/index.shtml 

ホテルサンコラールが予約できない場合は、ホテルに聞いて出来るだけ近くのホテルを予約してください。 

   遠い場所を予約すると毎日のピックアップが出来ない可能性があります。 

ダイビングショップも各自で予約してください。 

予約時には「正木伸治グループと同じグループにしてください」と申し出てください。 

ダイビングショップ名 Sea Fax（シーフォックス）http://www.seafox.info/index.shtml 

毎日那覇港と慶良間諸島を高速艇で往復します。（片道 45分位） 

船に弱い人は、各自にあった船酔い薬をご持参ください。 

不明点、質問、その他は杉本迄 ☎  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

        

                 

 

                

   

                  

 

 

    

 

  

  

 

  

http://www.seafox.info/index.shtml
http://www.seafox.info/index.shtml
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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 本部世話役会 

本部総会 

6月実施予定 

 

 

 

ロングステイ財団    

関東支部 第２回チェンマイ同好会 

あてま高原関東支部例会 

6月 4日（土） 13:00~ 

6月 8日~11日 

三田いきいきプラザ B室 

あてまリゾート「 ベルナティオ 」

ホテル 

関西支部   

 

 

東京サロン会 中川船番所資料館 6月 22日（水）13:25  

みなとみらいサロン会    

北関東サロン会  清流酒造 蔵元見学会 6月 5日（日）  

菜の花サロン会 新世話役を迎え今期活動 

の打ち合わせ 

6月 15日（水） 

 

JR 船橋駅前 FACE ビル 5F

船橋市役所内 

LSC ゴルフ同好会 親睦コンペ 6月 10日 (金)  

マジック同好会 勉強会（新ネタ紹介と復習）   

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 

  

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  リフレッシュ氷川・渋谷 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」 

月  日  

14：00~16：30 

神明いきいきプラザ B室 

ウクレレ同好会 ウクレレの技術向上と親睦 月  日 

14：00~16：30  

いきいきプラザ・神明 4 階 B

室 

卓球同好会 卓球の技術向上と健康維持 そ

して親睦 

6月第 2・第 4水曜日は共に 

休みとなります 

墨田区総合体育館 ３F アリーナ 

テニス同好会 テニスの技術向上をめざして練習と

その後の有志による食事親睦会 

毎月 第 2木曜日  

 

市川市・福栄スポーツ広場 

市川クリーンＳＰＡ 

お値打ちランチの会 食事と親睦 6月 2日 (木) 18:30 ホテル 椿山荘 

絵画同好会(彩遊会) スケッチを中心に活動 

 

毎月 第３金曜日 

 

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 体験見学を歓迎します 

初めての方でもゲームが楽しめます 

6月 4日 (土) 

6月 18日 (土) 

13:00~16:30        

新宿区西戸山生涯教育館 

☎ 03-3368-3221 

旅行企画 根室市 「ちょっと暮らし」 

北海道根室で短期型ロングステ

イを体験してみませんか 

6月 25日~7月 31日 

 

根室市珸媱瑁 1-122番地 

珸媱瑁移住体験住宅 1 号・

2号 

観劇同好会    
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ダンス天国 踊って、唄って、笑ってをモットーに 東宝ダンスホール 毎月 第３月曜  

10:00~15:00 

関東麻雀同好会 初心者から上級者までの 

健康麻雀 

 前回の会場「蘭蘭」 

☎ 03-3541-4458 

 

 

 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  

 

毎月 第 4月曜日 

「定例会」    6月 27日 

「これから会」  6月 13日 

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 5会議室 

9:30~12:00 6月 8・15・日（水） 

7月 6・20日 

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 ６月 29日（水） 

ヨットセイリング同好会 杉本 孝雄    

スキューバーダイビング同好会 杉本 勇 沖縄慶良間諸島  6月 19日~6月 24日 

アートカード・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~  6月 14 日 (火) 

第９研修室 

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 月 日 

ダンス同好会 赤野 文子 新大阪ココプラザ  

ダンスルーム 

9:30~12:00 

 

6月 9日（木） 

6月 30日 (木) 

カラオケ同好会 後藤 繁 ジャンボカラオケお初天神店 13:30~16:30 6月 8日（水） 

魚釣り同好会 前田多加士    

ハイキング同好会     

軽音楽同好会 滝本 秀隆 新大阪ココプラザ クライアントルーム  

健康と医療同好会 

講師  中山孔明先生  

佐藤 憲子 総合生涯学習センター

第３研修室 

9:30~12:00 6月 29日（水） 

 

ゴルフ同好会  山里 誠志郎 千刈カンツリークラブ 8:00 集合 6月 6日（月） 

中部ゴルフ同好会 戸田 彰 ローモンドカントリークラブ スタート 8:59分 6月 6日（月） 

関西懇談会・懇親会 山里 誠志郎 大阪リバーサイドホテル 13:00~ 第 69回6月16日（木） 

関西運営会議 佐藤 博士 第 9研修室 9:30~11:45 6月 16日（木） 

中部ブロック 懇談会・懇親会 盛岡 勝治    

中部麻雀同好会 幸村喜三郎 麻雀 琥珀 10:00~17:00 6月 9日 or16日 

大阪・和歌山ブロック懇談会 大阪・和歌山    

会報編集講習会 正木伸治 第１会議室 AM,PM 月 日（金）企画会議 

お誘い旅行 旅の情報会 

打ち合わせ会・勉強会 

金田期泰 中欧の旅 Ａプラン 32日間 

Ｂプラン 22日間 

9月 1日~10月 1日 

9月 10日~10月 1日 
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一万人の第九 本村 忠司  12月 4日 

 

募集 5月 20日~6月 

20日 PM5:00締め切り 

お誘いステイ   新竹 

台湾・       高雄 

台中 

神原克収 東星駿業 

摩天海湾商旅 

振英会館  

 6月 5日~7月 4日 

 

クルーズ同好会 八田  忠 掘り出し物クルーズ 坂本龍馬ゆかりの地 

～釜山港 

2016年６月10日（金） 

~６月 15日（水） 

 


