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まだまだ暑い日が続いていますし、台風の影響などでお天気が安定しませんね。 

例年のような秋の訪れが待ち遠しいです。 

さて、皆様にはいよいよ旅に出る季節となって、楽しくお忙しい日々をお暮らしと思い

ますが、9月の行事予定をお知らせしますので、奮ってのご参加をお願いします。 

                                                

 

                              

                         

 

第７０回ＬＳＣ関西懇談会懇親会を下記内容にて開催致します。 

奮ってのご参加をお待ちしております。 

     日時 ： 平成２８年９月１５日（木）１３時３０分（従来は１３時） 

     場所 ： 大阪リバーサイドホテル（懇談会５階、懇親会３階） 

     受付 ： １３時より（開会は１３時半） 

     懇談会 ： ５階会議室 

    １．１３時３０分～１４時   

   開会            司会進行 時田宜明 

   支部長挨拶             吉村東洋男 

   新会員・体験参加者紹介 

   その他報告・連絡事項・次回幹事紹介 

    ２．１４時～１７時 

   双方向参加の分科会（グループディスカッション） 

  イ．企画旅行の目論見、情報交換、ＬＣＣやネットでのホテル予約、クルーズ情報等 

  ロ．新規同好会の創設や同好会活動についての全般的な情報交換など  

  ハ．スマホ・タブレット相談会および講習会 参加者相互に教えあう 

  ニ．パソコンよろず相談会（パソコン勉強会では出来ない質問など。参加者相互に教えあう。） 

    懇親会  ： ３階宴会場 

                       １７時１５分   乾杯の音頭 

                       １７時２０分   食事と歓談（最初の３０分は席移動不可） 

                       １８時４５分   ケイオンズ演奏 

         １９時００分   ケイオンズ伴奏にて「青い山脈」「高校三年生」を  

                   全員で合唱 

         １９時１５分   中締め 
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関西支部からのお知らせ 

  

LSC関西支部懇談会・懇親会の開催 



2 

 

 

 

                              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 

 2016年 8月入会 

名 前 メールアドレス 趣 味 ・ 旅 歴 

奈良県生駒市 

岩崎正彦さん 

 

 

ドライブ 

台湾・フィンランド・北米・ドイツ等 

京都府八幡市 

金振くみ子さん 

 

 

旅行・ドライブ・英語・料理 

  どちらも会員のご紹介です 

変更の届けは会員担当井口 までお願いします。 

 

                                                              

  関東『ダンス天国』９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 

 

関東支部同好会 

からのお知らせ 

会員担当からのお知らせ 
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自分で揚げるのが楽しい！！ 

 

9月 26日 （月） 11:30 

串家物語  ヨドバシ Akiba 店 

串揚げ食べ放題  ￥1,620 

 

串揚げのネタ約 30種類・サラダ・お惣菜・ケーキ・フルーツ・お茶漬け etc. 

テーブルのフライヤーで自分の好きなだけ揚げて食べます。 

串だけではありません。ごはん・カレー・スープ・焼きそば etc. 

 

今や秋葉原のランドマーク的な存在のヨドバシマルチメディア Akiba 

見て廻るだけでも広く、ありとあらゆる電化製品の品ぞろえが半端じゃありません。 

食後は見応えある店内をご自由に！！ 

幹事が旅行中の為、 

お申し込みの方にお送りする詳細案内は 9月 22日となります 

幹事  田原   又は  
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~北鎌倉花の寺めぐり～ 

（みなとみらいの会からご案内します） 

鎌倉は春夏秋冬その時々の花を咲かせ目を楽しませてくれています。 

初秋の一日のんびりと寺でらを巡り乍ら心豊かになって頂けたら幸いです。 

日程   ９月２８日（水） 北鎌倉駅前 午前１０時集合 

昼食後。。。流れ解散午後３時頃 

行程   円覚寺-東慶寺-浄智寺-明月院-建長寺-八幡宮-鎌倉宮 

(２時間強の散策） 

昼食   鎌倉宮門前-蕎麦屋(宮前）０４６７-３８-５５８８ 

友人の店なので貸し切りにしましたのでゆっくり 

ご歓談下さい。 

食事代   ２５００円 (飲み物自己負担） 

松花堂弁当風+お蕎麦付き 

             尚準備の都合上参加希望者は９月８日迄にお申込み下さい。 

          **今回世話役は 柴崎通子  

                

           **次回世話役は 飛鳥間正郎 さんです。 

 

 

関東支部サロン会 

からのお知らせ 
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関西支部同好会からのお知らせ 
 

 

９月 LSC関西「旅に役立つ PC勉強会」のご案内 

９月の勉強会は、安楽大先生が旅行のため、後に残った世話役 3名で行います。 

       最近、「クラウド」や「SNS」が良く話題になっています。 

     そこで、クラウドや SNSに興味がるので皆様と一緒に勉強したいと思います。 

新入会員様の参加を歓迎いたします。 

 

            ◆日時 :平成 28年 9月 23日(金) 13:30～16:30 

            ◆場所: 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☎06-6345-5000 

            ◆テーマ: クラウドとＳＮＳの基礎 

            ◆幹事： 十河、青田、本村 

 

              西宮市  安樂秀典  

       ☎ 

       E ﾒｰﾙ :  

      

関西「麻雀同好会９月例会・これから会」のご案内 

 麻雀同好会世話役 山里 誠志郎 

健康麻雀 皆で脳トレ、ボケ防止やっています。初めての参加者、女性も大歓迎です。 

 

「これから会」     ９月１２日（月）  10:00～17:00 

             募集人員：3卓 12名  9:50集合完了 

「麻雀同好会例会」 ９月２６日（月）  10:00～17:00 

            募集人員： 4卓 16名  9:50集合完了 

場所 梅田「菜の花」 ミスターリンビル 6F  http://www.mj-nanohana.com/ 

費用 場代 1,050円 会費例会のみ 200円                

          

          会後 「たよし」 にて反省会（費用 1,500円 参加自由） 

 

                    参加メール締め切り日   「これから会」 ８月２日 「麻雀同好会」 

                      ８月 15日 

                      初心者は A組 その他は B組を明記の上 「これから会のみ参加」 

                      「例会のみ参加」 「両方共参加」で申し込みください。   

                     （ 山里誠志郎 ☎  ） 
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LSC本部関 「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 

 

 

 

 

ロングステイ財団    

関東支部  

 

 

 

 

関西支部 支部懇談会・懇親会 

支部運営委員会 

９月 15日 13:30~19:15 

9月 15日 9:30~11:45  

大阪リバーサイドホテル 

大阪市生涯学習センター 

第 8研修室 

 

 

 

 

   

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    

LSC ゴルフ同好会    

マジック同好会 勉強会（新ネタ紹介と復習） 奇数月第 4木曜 大江戸線「勝どき駅」ア

ーバンタワー会議室 

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 

  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 

 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 月 日 (木) 18:30  

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 

 9月 1 日 (木) 

 9月 17日（土） 

新宿区西戸山生涯教育館 

☎ 03-3368-3221 

行事一覧 

  

関東支部 今後の行事予定 
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13:00~16:30        

旅行企画   

 

 

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 毎月 第３月曜  

10:00~15:00 

東宝ダンスホール 

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 

    
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」   ９月 26日 

「これから会」 9月 12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 ９月 7日（水） 

   14日（水） 

   21日（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 9月 23日（金） 

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  月 日~月 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 会議室 

13:00~  9月 13日 (火) 

 

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 

 

9月 8日（木） 

9月 29日（木） 

カラオケ同好会 三宅 求 ジャンボカラオケお初天神店 13:30~16:30 11月 2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 研修室 

9:30~12:00 月 日（水） 

 

ゴルフ同好会  山里 誠志郎 聖丘 CC 9:24 スタート 10月 20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 9時 10月 31日（月） 

関西懇談会・懇親会 時田 宜明 大阪リバーサイドホテル 13:30~ 第 70回９月 15日（木） 

関西支部 今後の行事予定 
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関西支部運営委員会 吉村東洋男 第 研修室 9:30~11:45 ９月１５日（木） 

中部ブロック 懇談会・懇親会 盛岡 勝治 中村区生涯学習セ

ンター 

13:00~17:00 8月 31日（木） 

 

中部麻雀同好会 幸村喜三郎 麻雀 琥珀 10:00~17:00  月 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 

一万人の第九 本村 忠司   

 

12月 4日 

 

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  

 10月 8日~⒒月 6日 

’17年 2月 6日~３月９日 

クルーズ同好会 八田  忠 掘り出し物クルーズ   

散策と食事の会 宮崎 俊博 関西一円 讃岐 ₍幹事 八田） 9月 27日（火） 

フラダンス同好会（仮） 浅原/猿渡 新大阪ココプラザ  13：30~ 10月 7日 

（番外）岸和田祭り 佐藤博士  岸和田市 9月 18日（日） 

 


