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ほら 耳をかざしてください！ 

チンチロリン・チンチロリンと鈴虫の鳴き声が聞こえてきます♪♪ 

朝夕ずいぶんとしのぎ易くなりました。 

Hot News110号をお届けします。 

 

  

                    ★★ 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 

        ★９月入会者 

   名 前 メールアドレス 趣味・旅歴 

小林 文子さん 兵庫県神戸市    テニス・旅行 

宮崎須英子さん 兵庫県宝塚市   スキー・旅行･ｲﾀﾘｱ語 

お二人共 会員のご紹介で入会しました。 

 

           ★メールアドレス変更者 

    名前 新メールアドレス 

塩原 聡さん 

平田和彦さん 

吉村東洋男さん  

山田修司さん 

   

     住所・電話番号・メールアドレスのご変更の際には会員担当世話役、井口由香子 

（ ） 

までご連絡ください 
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会員担当からのお知らせ  
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98号会報はすでに皆さまの手元に届いたと思いますが,12月発行の 99号は会報発行の準備に入りました。 

99号は関西支部の担当です。つきましては、全国の会員の皆さまに原稿の募集をお願いする次第でございます。 

募集要領（基本的には従来通りですが、下記のとおり） 

          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   11月１日（編集の都合上早くいただく事がベター）  

          原稿用紙  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  

          写真     あれば写真を添付（紙の写真でも可） 

          編集方針  オリジナル文章を掲載し内容など一切編集しません（単純な文字誤りなどは修正します。） 

          極力文章ファイルと分けてください。（wordなどに張り付けた場合 解像度が落ちるため） 

          原稿送付先 メール 関西会報係宛   

                        又は 杉本 勇宛  

            手書き送付先 〒590-0014 大阪府堺市   杉本 勇 

 原稿に関わる問合せ先 杉本 勇   ☎  携帯  

 

関東『ダンス天国』10 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 

 

◆ ダーツ同好会活動日のお知らせ ◆ 

幹事 小島襄二 

初めての方でもゲームを楽しめます。 

皆さまのご参加お待ちしています。 

 

開催日時  10月 8日（土）・10月 22日 （土）13:00～16:30 

活動場所  新宿区立西戸山生涯学習館 新宿区百人町４-7-1 ☎ 03-3368-3221 

連絡先 小島襄二  メール  

 

会報部からのお知らせ 
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佐倉市へ・・・ DIC 川村美術館と国立歴史民俗博物館を巡る 

              DICは大日本インキ 敷地内に中央研究所があり 歴代社長は川村さん 

                        川村家レンブラントと藤田嗣二に会いに行こう！ 

                        歴博では国宝洛中洛外図に会いに・・・ 

   

    日 程        11月 29日（火） 

    集 合        京成佐倉駅 9時 45分迄到着厳守 

    行程表       京成上野発 8:51分 日暮里発 8:55分 京成本線特急成田行きに乗車が便利 

                京成八幡発 9:15分 京成船橋発 9:21分 京成津田沼発 9:26分 

               ＊京成本線の特急は特急料金なし、高い料金のスカイライナーには乗車しないように 

 

          DIC川村美術館へ・・・・DIC川村美術館行き無料バスに乗車 

                 京成佐倉駅前 9:50発 → 川村美術館着 10:20分  

                （バスの中で入館料徴収 団体料金シニア（65才以上）900円 以下 1100円 一般 1300円） 

美術館鑑賞後 11:20分に美術館玄関前に集合 

同敷地内レストラン「ベリヴェデーレ」にて昼食 

                 25名の座席とパスタセットを（前菜・バスタ・デザート・飲み物）予約しています。 

                 料金一人 1700円（税込＋酒類）・・・・・時間があれば庭園散策 

                 12:50分発 国立民族博物館へ・・・・（バス乗車場所に 12:40分迄集合） 

 

国立歴史民俗博物館の見学 

 

                  鑑賞は各自自由に、(入館料 一般 420円) 鑑賞終了後は流れ解散です。 

懇親会等は希望者でご自由に 

 

               参考まで・・・同館前バスの発車時刻 （京成佐倉駅・JR佐倉駅行 15:15・16:22・17:01分） 

                       京成佐倉駅まで徒歩15分   

参加募集人数は 25名です。 

申し込み先  

山之内昌子   ☎ 047   メール  

鳥井三枝子   ☎ 043   メール  

北川 忠澄     ☎ 043   メール   

 

申し込み期限 10月 25日（火）定員になり次第締め切ります。 

その他 

食物アレルギーの方は事前にお知らせください。 

参加者確定後に、参加名、他のご案内を別途連絡いたします。 

菜の花サロン会 
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高御位山（たかみくらやま）ハイキングのご案内 

  5 月に計画され雨で延期していました高御位山ハイキングを実施致します 

（今回世話役）  加古川・高砂地区会員 高橋・青田・佐々・山﨑・高谷 

日 時     11月 10日（木） 雨天の場合は 11月 12日（土）予備日 

集 合     JR宝殿駅南口  10時 （加古川迄は新快速で来てください） 

行き先     高砂市と加古川市にまたがる高御位山 

 

         大阪駅 8時 38分発 新快速姫路行→加古川着 9時 29分（乗り換え）→宝殿駅下車 9時 35分着 

         大阪駅 8時 48分発 新快速姫路行→加古川着 9時 41分（乗り換え）→宝殿駅下車 9時 50分着 

           必ず新快速で来てください。それ以外は時間がかかります） 

         運賃 大阪→宝殿駅間 1320円 

日 程 

        10時        JR宝殿駅から→タクシー成井登山口へ 

        10時 40分    登山開始 

        12時        頂上にて昼食 

           12時 40分    高御位山から鹿島神社へ向けて縦走路へ出発 

        15時        鹿島神社着 参拝 

        15時 30分    徒歩で反省会会場【和食樹家（いつきや）高砂店】へ 

        18時        JR曽根駅で解散 

反省会   【和食樹家高砂本店】  会費 2300円（ビール or飲み物１本付） 

ハイキングの程度    初心者から中級 

        今回ののぼりのコースは約１kmの階段を上がります。比較的安全なコースです。 

        後半の縦走路は見晴らしは抜群であるが岩場が多いので要注意のコース 

高御位山について 

        別名播磨富士、播磨アルプスとも呼ばれている標高 304ｍの山 古くから山全体を 

        ご神体とした信仰の山です。 

        広大な播磨平野にあるので、頂上から 360度の眺望が開けている。 

        岩山からなり樹々が少ないため登山中、どこからでも東の大阪湾、瀬戸内海、明石大橋 

        淡路島、家島群島、小豆島。四国。赤穂岬迄一望できる見晴らし抜群の眺めの山です。 

持ち物    弁当 お茶（多めに） 敷物 汗ふき 簡単な雨具 帽子 名札 軍手 

        靴はトレッキングシューズが望ましい 

費 用   （例）JR大阪駅→JR宝殿駅 1320円   JR曽根駅→JR大阪駅 1320円 

            JR宝殿駅からのタクシー代 約 500/人 反省会費 2300円 

 

 

 

 

 

 

緊急連絡及問合せ先 

         山﨑 肇   （自宅） （携帯）  

            高橋琢也  （自宅） （携帯）  
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  「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  北海道北見市  

      ＴＥＬ  ：  090-  

      ＦＡＸ  ：  0157 （ 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 ） 

 

                        

大阪港 ダイヤモンド・プリンセス船内見学会 

                                                      クルーズ同好会世話役 八田 忠 

大阪港にて豪華クルーズ客船・船内見学会の案内です。 

【ダイヤモンドプリンセス】は今年４月からの日本着の６ケ月のクルーズを終え横浜港 

大阪港と海外に帰る前の最終の見学会です。 

日程 10月 11日（火） 

    10:30  大阪港にて受付予定 

    11:00  船内見学予定 

    13:00  下船予定 

申し込みはすでに締め切りました。 

 

 

第 42 回 「お値打ちランチを食べる会」  

 赤坂 松葉屋  （港区赤坂） 

味も雰囲気も接客も文句なし♪ 昭和 51年創業の松茸と飛騨牛の専門店 

昭和 51年創業の松茸と飛騨牛の専門店 

 

          １０月 31日（月）    11:45分（時間厳守） 

黒毛和牛すきやき御膳   \2,700（コーヒーorアイスコーヒーorアイスティー付） 

                  松茸ご飯食べ放題 

                  お申込みの方には  3日以内に地図の入った詳細案内をお送りします。 

                  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 TELをくださるようお願いいたします。 

           幹事  田原   又は   090  

                     高野    澤井 090  
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💛 関西・カラオケ同好会からのお知らせ 💛 

幹事 三宅 求 

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。 

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 11月 2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    フードドリンク制で3時間 1000円（シニア会員カードをご持参ください） 

              （シニア未登録の方は免許証など証明できるもの提示ですぐ作成できます） 

★ ノドを潤す会     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。 

★              2500円程度（参加はご自由） 

参加申し込み  A  カラオケ+２次会参加 Ｂ カラオケのみと明記の上  

10月 20日まで 三宅迄お申込みください。 

  

 

10 月 LSC 関西「旅に役立つ PC・スマホ 勉強会」のご案内 

凌ぎやすい季節になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 

10 月から PC にスマホを加えた勉強会に衣替えをさせていただきます。 

参加ご希望の方は「返信」にてお申込みください。 

新会員様の参加を歓迎致します。 

◆日時: 平成 28 年 10 月 19 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: 前半 

             超便利 スマホを 100％楽しむ 

         第Ⅰ回 今人気の「厳選アプリ」のインストール 

      後半 

         Google カレンダーでスケジュール一括管理 

◆募集人員:23名 今回は PC・スマホ持参の方に限定させていただきます。 

             スマホでアプリの追加できない「らくらくフォン」は対象外です。 

◆参加費  1000円 

◆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 

  11月 30日（水）人気の SNS「インスタグラム」 

  12月 21日（水）トークと通話「LINE」のポイント 

安樂秀典  西宮市  

☎  

E ﾒｰﾙ :  

同好会からのお知らせ 
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 日 時     平成２８年１２月７日（水）１３時～ 

                     場 所     大阪リバーサイドホテル 

                              大阪市都島区中町 5-12-3 ☎ 06-6928-3258 

 

                            担当幹事   兵庫ブロック 

                         詳細は次号１１１号にて掲載 

             貴重な情報が得られます。皆さまの奮ってのご参加お待ちいたしております。 

         

   

 

       💛 フラダンス同好会発足 💛 

この度、フラダンス同好会を立ち上げる事になりました。 

内容は毎回、基本的なステップから始まり音楽に合わせてのダンスとなります。 

最初の１回は体験という事も可能ですし、現在のメンバーも経験者数名と初心者です 

ので気軽にご参加ください。  お待ちしています。 

 

毎月１回 第１水曜日（外部講師によるレッスン） 

不定期日の開催日（徳永メンバーによるレッスン） 

（基本は月１回ですが不定期開催日の月は２回になります。） 

 

★ 初回開催  10月 5日（第１水曜日）外部講師によるレッスン 

★ 時間     13:30～15:30 

★ 場所     新大阪ココプラザ  ダンスルーム 5F 

★ 持ち物    Tシャツ・スカート・飲み物 

★ 費用 ①   年払い（月 1500円上限×12ケ月分） 

          （メンバー登録後は出欠に関係なく返金不可） 

          （施設料及び外部講師にお願いする費用を含んでいる為） 

★ 費用 ②   不定期ですが、徳永メンバーが講師で開催してくださる場合は 

           その都度 1000円未満（施設料のみ） 

幹事は当番制２人１組で 2ケ月間担当する。持ち回りで運営する 

          （懇切丁寧な引継ぎを実行） 

 

10月・11月当番幹事  猿渡・浅原 メール  ☎ 090  

 現在の登録メンバー（敬称略）  

           赤野・浅原・奥谷・佐藤・猿渡・多胡・段野・寺尾・峯本・山里 
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                       新竹お誘いステイ追加募集のご案内  

 

       10月８日（土）～11月６日（日）で実施の新竹お誘いステイで一部屋キャンセルが出ました。 

                新竹ステイご希望の方がいらっしゃいましたら神原克収までご連絡ください。 

 

       日 程     10月 8日（土）～11月 6日（日） 

       宿泊場所   東星駿業コンド（北新竹駅前）約 60㎡のワンルーム（ツインベット） 

                新竹市中華路２段 49号  ☎ 03-532-1168 

         宿泊料金   21,000元/月  （部屋＋光熱費） 

                （７,000元/1W  12,600元/2W  16,800元/3ｗ） 

       追加募集   １部屋（最大 2名） 

                 詳細は希望者に別途お知らせします 

 

                        関東 麻雀同好会からのお知らせ 

                                        秋の麻雀旅行   

      日 時       11月 20日（日）  1泊 

      場 所       ヴィラ本栖（富士屋ホテル経営） 

      料 金       ￥12,000（１泊 4食）  別途交通費→往復￥5,000(ホテル直行バス利用の場合) 

                     料理旅館に匹敵する美味しい懐石料理・朝食も美味しい！ 

麻雀をしない方も大歓迎です。      

                       詳細案内は、後日関東 ALLにてお知らせします。 

                     麻雀同好会幹事   正野明子 090  

                                         大島 緑  080  

 

関西「麻雀同好会 10 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」     10月 11日（火）  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」 10月 24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） 

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 ☎ 090  ） 
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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 

月実施予定 

 

 

 

ロングステイ財団    

関東支部  月 日（土） 13:00~ 

月 日~ 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 月 日 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 月 日  

菜の花サロン会 DIC 川村美術館と国立歴史博

物館を巡り 

 

11月 29 日(火) 

 

 

京成佐倉駅 9:45分集合 

LSCゴルフ同好会 親睦コンペ 月 日   

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」 

10 月 3 日 ・24 日（月） 

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 

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 ８ 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 10月 31日 (火) 11:45 赤坂 松葉屋 

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 

10月  8日 (土) 

10月 22 日 (土) 

13:00~16:30        

新宿区西戸山生涯教育館 

☎ 03-3368-3221 

旅行企画  月 日~ 月 日 

 

 

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 東宝ダンスホール 毎月 第３月曜  
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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 

11月 20日（日） 麻雀旅行 『ヴィラ本栖』 

☎  

 

 

 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」   10月 24 日 

「これから会」 10月 11 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 3会議室 

9:30~12:00 10月 5・12・19日（水） 

11月 2・ 9・16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 10月 19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  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 3会議室 

13:00~  10月 11日 (火) 

11 月 8 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 10月 24日 11月 28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 

 

10月 6 日（木） 

10月 20 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 平田和彦 

加古川・高砂地

区会員 

高御位山 10時集合 

 

11月 10日（木） 

予備日 11月 12日（土） 

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 月 日（水） 

 

ゴルフ同好会  安田 強志 聖丘 CC 9:24 スタート 10月 20日（木） 

中部ゴルフ同好会 戸田 彰 ローモンドカントリークラブ 9:00スタート 10 月 31 日（月）関西

LSC中部ブロックゴルフ会 

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71回12月7日（水） 

関西運営会議 佐藤 博士 第 9研修室 9:30~11:45 月 日 

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 月 日 or 日 

大阪・和歌山ブロック懇談会 大阪・和歌山    

お誘い旅行 旅の情報会     
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打ち合わせ会・勉強会   

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~11月 6日 

17年 2月 6日~3月9日 

クルーズ同好会 八田  忠 ダイヤモンド・プリンセ

ス船内見学会 

大阪港 

 

10月 11日（火） 

散策と食事の会 宗村新一郎 百舌鳥・古市古墳

群 

9:30集合 

 

10月４日（火） 

フラダンス同好会 浅原/猿渡 新大阪ココプラザ 13:30~15:30 

 

10月５日（水） 

 


