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 朝晩の冷え込みと日々の温度差の激しい季節になりました 

紅葉便りとともに風邪も流行ってきているようです 

ご自愛くださってクラブライフをお楽しみください 

 

 

 第71回LSC関西懇談会・懇親会のご案内 

  兵庫ブロック 幹事   佐々 康子 

開催日時   2016年12月7 日（水） 13:00～19:30 

会   場   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                             

                                  JR環状線 「桜ノ宮」徒歩５分 

                 受付開始  12：15   ４階大会議室前 

*第一部    LSC関西懇談会   13：00～17：00    司会進行  佐々 康子 

            13：00 ・関西支部長挨拶             吉村東洋男 

                   ・新会員、体験参加者紹介 

            13：30 ・講演Ⅰ「クロアチア人から見た日本」 

                       「来年のお誘い旅行」                  山崎エレナ 

            14：40  ・みんなで歌おう                         山﨑  撃 

            14：55   休 憩 

            15：10  ・講演Ⅱ「ベトナムの旅・ダラット等」             井藤 正治 

            16：10  ・講演Ⅲ「旅の達人に聞くー旅支度のノウハウ」      神原ヨシ子 

            16：45   懇談会終了後 ３階の懇親会会場へ移動 

*第二部    懇親会  17：15～19：30                 司会進行  堀口昌之助 

            17：15  乾杯                           乾杯発声  大島 英子 

            17：20  懇談タイム（自己紹介など。30分間は席の移動はしないで下さい） 

            18：30  余興  遠藤敏文会員による手品 

            18：45  ケイオンズ演奏 

            19：00  ケイオンズ伴奏で全員合唱 

            19：15  中締め                           音  頭 安楽 秀典                   
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《会員担当からのお知らせ》 

  会員担当  井口 由香子  

❤❤10月の新会員紹介 ❤❤ 

                      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にご参加ください 

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を期待しております 

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頂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 

          10月の新入会者 

名前 メールｱﾄﾞﾚｽ 趣味 

太田勉さん USA  CA在中 登山・ドライブ・絵画等 

続橋武志さん 千葉県市川市 神社仏閣巡り 

関口淑子さん 埼玉県北本市 旅行・ガーデニング 

上原康徳・麻美さん 岐阜県大垣市 ゴルフ・旅行・英語・カラオケ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの変更 

 

       転居のお知らせ 

関西支部会員の望月正男さんが、大阪府高槻市から兵庫県西宮市に転居しました 

★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 

        

  

 

 

関東支部主催、「お値打ちランチを食べる会」協賛 

1月 6日(金) 11:30 

北王子茶寮   新宿住友ビル 51階 

4000円 

今から予定していただき、大勢で楽しく新年をお祝いしましょう 

関東支部長   佐藤洋子 

「お値打ちランチを食べる会」世話役  田原千鶴子 

名前 新アドレス 

福島清子さん 

清水優さん 

会員担当からのお知らせ  
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ロングステイフ ェアは、各 国 政 府 観 光 局 、地 方 自 治 体 、法 人 賛 助 会 員 、財 団 公 認 海 外  

サロン 、旅 行 業 界 、リゾート業 界 、金 融 業 界 および関 連 業 界 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 集 できる日 本 最 大 のロングステイに関 するイベントです  

わがロングステイクラブもロングステイを通じて新しいライフスタイルを幅広い世代に提案します 

ぜひ、ビッグサイトへご来場ください！ 

 

                  ❤❤❤ 第五回「菜の花サロン会」開催のご案内 ❤❤❤ 

佐倉市「川村美術館・国立佐倉歴史民俗博物館」を巡る鑑賞・見学 

開催日  11月 29日（水） 

集合場所と時間 ①  「京成佐倉駅前南口」 ９：30～９：40川村美術館行バス停付近 

② お車で直接行かれる方は世話役までお知らせ下さい 

③ 「JR佐倉駅前南口」が便利な方は ９：40～９：50頃までに、10：00発車 

「川村美術館行バス停」にお越し下さい   

行程・料金  ① 京成上野駅発無料特急８：51発、途中、京成日暮里・京成八幡・京成船橋・ 

     京成津田沼に停車し、「京成佐倉駅着９：45」にて下車 

② 京成佐倉駅前発９：50、無料バスにて「川村美術館」へ 

団体（20名以上）入館料金 65才以上は 900円／税込、以下は 1,100円 

レストラン「ベリヴェデーレ｣ 1,700円/1人 

③ 昼食後、美術館前発 12：50 にて「国立佐倉歴史民族博物館」へ入館料は 420円/1人 

④ 同館見学終了後、現地解散（「京成佐倉駅」迄は徒歩 15分） 

同館前より、京成佐倉駅・JR佐倉駅行バス、15:15、16:22、17:01 

募集人数    レストラン席予約の関係で、25名（今回の募集人員は若干名） 

お申込みは下記の担当迄、お電話・メールでお願い致します  

       山之内昌子 ☎   メ―ル  

             鳥井三枝子 ☎   メール  

            北川 忠澄 ☎   メール  

    申し込み締め切り  11月 15日（火） 定員になり次第締め切り 
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                 第三回チェンマイ同好会開催 

寒い季節を迎えて南国に魅力を感じるようになってきました 

チェンマイに初旅行ｓ、或はロングステイをお考えの方が安心してご参加いただくために 

チェンマイでの宿舎の確保、格安フライト、食事、ショッピング、ビザ、SIM フリー携帯事情、両替など 

1月～2月に向けて具体的な滞在準備について皆さまのご質問やご相談にお答えしたいと考えています 

一緒に南国の花祭りパレードやタイ料理を楽しみましょう 

まずは 11月 23日（水）のチェンマイ同好会にご参加ください 

日 時    平成 28年 11月 23日（水） 13:30～16:45 

会 場    港区生涯学習センター「ばるーん 303号室」  JR新橋駅 烏森口 徒歩５分。 

   開催内容    「チェンマイ滞在に必要な事柄の質疑応答」 

   そ の 他    17:15頃より近くで懇親会を予定（希望者のみ） 

 

     幹 事  北川 忠澄     

 

           才野 勝裕      

 

    

ダーツ同好会活動日のお知らせ 

幹事  小島 襄二 

さわやかな秋晴れの日々、 お気軽にお出かけください 

お待ちしています 

日  時  11月 ５日（土） 19日（土） 13：00～16：30 

会  場  新宿区西戸山生涯教育館  ☎ 03-3368-3221 

https://shinjuku.mypl.net/shop/00000307005 

 

マジック同好会のご案内 

 幹 事  栗原 裕通 

        現在同好会会員が 11名で奇数月の第四木曜日に例会を開催しております（年４回 ） 

師匠の荒木さんがボランティアで丁寧に教えてくれます 

人の前でマジックを演じるのは新鮮な感動を覚えるものです 

訓練しなくても簡単にできるネタもあります 

興味のある方は気楽に見学にいらっしゃって下さい 

見学料無料ですから、見学にいらっしゃいませんか 

日     時：11月 24日（木） 

会     場：アーバンタワー 大江戸線・勝どき駅 徒歩８分程 

ご参加される方はご面倒ですが下記幹事宛にメールをお願いします。アクセス資料をメール致します。 

幹事 栗原裕通  メールアドレス 

 

同好会からのお知らせ 
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 田原千鶴子  

  第 43回  

鮮度にこだわった生ビールと名物のカキ料理！！ 

今回は会員 藤井孝子さんのご推薦 レバンテ （東京国際フォーラム２F） \3,500 

松本清張の「点と線」など多くの小説に登場している名店 

11月 6日（日） 12:00  （時間厳守） 

的矢カキのフライ・パトリック・インペリアル・パエリア・ニース風サラダ・ドリンクバー 

第 44回 

東天紅 恵比寿ガーデンプレイス 39F 

渋谷区恵比寿 4－20－3 ガーデンプレイスタワー39階 

JR恵比寿駅と動く歩道で直結、駅から徒歩 5分 

                                ☎ 03-5424-1015 

                     \1,600 ～ ￥3,000（ ランチメニュー6種の中からチョイス ） 

12月 18日（日） 11:20 

第 43回、第 44回ともに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、TEL をくださるようお願いいたします 

      幹事  田原  

ct  

              

          高野 

          澤井  

 

 

 関東 「第 12回麻雀同好会例会」のお知らせ 

世話役   正野 明子 

日時  11月 10日 (木曜日) 13:00～17:00        

場所  [雀荘]   ☎ 03-3535-5501 

               中央区銀座 4-8-11 善隣ビル 5F  

費用  1時間 \ 250            

卓の予約の都合がありますので、必ず、幹事宛てに、メール叉は電話でご連絡下さい 

 

世話役 正野 明子

大島みどり  
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関西 「麻雀同好会・11月例会」開催のご案内 

   世話役   山里誠志郎 

初めての参加者・女性の方も大歓迎 

「これから会」11月 14日 第二月曜日 

「例会」   11月 28日 第四月曜日  

開場・時間は変更ありません。 

早いもので、今年の例会もあと 2回です。 

12月は年間表彰・忘年会を予定しています。 

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 

               連絡先 山里誠志郎

 

  「釣り同好会」開催 

釣同好会幹事／前田多加士 

奮ってのご参加お待ちしております 

日  時：  11月 21日（月） 早朝  小潮 

         前泊（無料仮眠所）ご希望の方は 11月 20日（日）15:00 阪和道 「紀ノ川ＳＡ」集合 

場   所： 和歌山県印南町 「せいゆう丸」 ☎ 0738－43－1176 

ターゲット： 真鯛 ・ 青物（メジロ） 

費  用： 12,000円（餌・氷・仕掛け付） 釣り具レンタルあり 1,000円 

募  集： ８名（先着順） 

そ の 他： 冬場の釣行です。防寒対策、船酔い予防薬お忘れなく 

             夏場から冬場の魚に変わりつつあり、メジロクラスも交じる 

 

 

 

 

世話役 栗原美恵子 

お正月に向けてタンスに眠っている着物を活用しませんか 

普段、着なれないので、ついつい億劫になってしまいます 

日頃から着物を着ることに慣れましょう 

月 2回ずつの練習です 

ご一緒にどうぞ！ 

11月は 8日と 22日の第 2、第 4火曜日 

 場所は麻布区民センター（六本木・鳥居坂） 
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11月の東京サロン会―東京歩こう会― 

場 所： 都立小金井公園内 江戸東京たてもの園 

日 時： 11月 16日（水）13：00 中央線 JR武蔵小金井駅 北口改札口 

観覧料： 一般 400円 65歳以上 200円 

高橋是清邸（たかはしこれきよてい） 

明治から昭和のはじめにかけて日本の政治を担った高橋是清の住まいの主屋部分 

総栂普請（そうつがぶしん）で、洋間の床は寄木張りになっている 

港区赤坂にあった高橋是清邸庭園の一部を復元して組井筒を水源にした流れと、 

雪見型灯籠などを含む景観を再現   

是清は芝生で日光浴や庭の散歩を好んだと言われている 

 

  11月 LSC関西「旅に役立つ PC・スマホ勉強会」のご案内 

幹 事   安樂 秀典 

味覚の秋、美味しいものが多くて肥満に注意ですね 

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したがいかがでしたか 

スマホへの関心度を予想以上に感じます 

進化した魔法の手帳を使いこなしましょう       

今回も復習と人気アプリを取り上げます 

新入会員様の参加を歓迎いたします                         

◆日 時: 平成 28年 11月 30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 2 ビル 5階  ☎06-6345-5000         

◆テ ー マ: 前半   前回の復習と人気の「厳選アプリ」のインストールと使い方 

                            特に PC と連携したものを重点とします。 

            後半    今、人気のアプリを深堀しょう!! 「できる所まで」 

 

 

 

 

 

▼インスタグラム      ▼LINE 

        ◆募集人員: 23名 今回も 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: 1,000円 

◆今後の予定: 12月 21日(水) 未定ですが、多分 11月の続きになると思います 

      ※この勉強会は、1月、2月お休みさせていただきます 

※世話役: 本村忠司 ・十河和夫 ・佐藤博士 ・青田文男 ・安樂秀典 

安樂 秀典 HIDENORI ANRAKU 

西宮市南

☎   E ﾒｰﾙ: :
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♦♦「やさしい動画の作り方勉強会」ご案内♦♦ 

皆さんデジカメで撮った写真や動画をどうしていますか 

旅行の写真にタイトルや説明の文字を入れ音楽を追加すると、とてもいい思い出の映像になります 

映像を 5分ぐらいに編集すればお子さんやお孫さんやお友達のパソコン、スマホ、タブレットに送って 

見てもらえるし、ちょっと自慢できますよ 

その気になれば Youtubeや Facebook にもアップできます 

教材のサンプル画像を使って動画風スライドや動画の編集をやってみませんか 

今回の初級コースは 2回セットとして少人数で初歩の初歩から勉強を始めます 

やさしい動画編集勉強会「初級コース」 

使用するソフトウェア   ①Windows Live フォトギャラリ 2012年版 

            ②Windows Live ムービーメーカー2012年版 

       ①②ともマイクロソフトのダウンロードセンターから無料で入手できます 

          ダウンロードの仕方も指導します 

持参していただくノートパソコンの条件 

         ①パソコンの CPU性能は 1GHｚ以上、搭載メモリは 2GB以上 

          ハードディスクの空き容量が 100GB以上あること 

         ②OSはWindowsVISTA、Windows7、Windows10 に限ります 

※WindowsXP、Windows8.1 は対象外とします 

初級コース：（1期 2回編成）  

         ① 第 1期 勉強会  12月 6日（火）13：00～16：45  

港区生涯学習センターばるーん 202号室 

                                    12月 13日（火）13：00～16：45 

港区生涯学習センターばるーん 201号室 

          ② 第 2期 勉強会  12月 22日（木）13：00～16：45  

港区生涯学習センターばるーん ×××号室(後日お知らせします) 

                                         12月 27日（火）13：00～16：45 

港区生涯学習センターばるーん ×××号室(後日お知らせします) 

参加条件 ①上に記した性能のノートパソコンを持参できる方 

        ②宿題を出しますので下手でも必ず仕上げて持参、 

またはメール添付で作品を講師に提出する意思のある方 

        ③講習終了後、自分の作品を年 1回以上関東支部の 

ホームページに投稿することを約束できる方 

募集人員 1期、2期とも 5名まで（定員に達し次第、締め切ります） 

                               なお、来年 1月以降も開催を予定しています。 

申 し込 先  才野勝裕  携帯電話

参 加 費    500円×2回＝1000円  部屋代、教材 DVD、手作りテキストの印刷代 

             （2回目を欠席されても参加費は返却しません） 

そ の 他    初級コースを修了された方でもう少し高度な編集を希望される場合は 

       別途、PhotoScape、AVS VideoEditor等の勉強会（中級）を企画します   

その気になれば Youtubeや Facebook にもアップできます 

         今回の初級コースは 2回セットとして少人数で初歩の初歩から勉強を始めます 
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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 12月 16日（金） アイマークタワー 2階 会議室を予定 

関東支部 支部例会、忘年会 12月 17日（土）  

関西支部 支部運営委員会 11月 8日(火)13:00～ 大阪駅前第２ビル５Ｆ 第５会議室 

東京サロン会 東京歩こう会 

江戸東京たてもの園 

11月 16日（水）13:00 都立小金井公園内 

中央線 JR武蔵小金井駅 北口改札出口 

みなとみらいサロン会    

北関東サロン会     

菜の花サロン会 佐倉市「川村美術館・

国立佐倉歴史民俗博

物館」を見学 

11月 29日(火) 9:30 京成佐倉駅南口 

マジック同好会 勉強会（新ネタ紹介と

復習） 

11月 24日(木) 大江戸線「勝どき」  アーバンタワー 

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１月（火）15日（火） 

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」 

11月７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 

11月７日（月）14：00～  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 

11月９日 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  

11月 10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 11月６日（日）12：00 「レバンテ」 国際フォーラム ２F 

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 18日（金） 

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！ 

初めての方でもゲームが

楽しめます 

11月 5日、19日（土） 

13:00～16:30        

新宿区西戸山生涯教育館 

☎ 03-3368-3221 

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 

第 3月曜日 

11月 21日 

東宝ダンスホール 10：00～15：00 

関東麻雀同好会 

健康麻雀 

初心者から上級者までの 11月 10日(木) 

13:00～17:00 

[雀荘]   ☎ 03-3535-5501 

「吸わない・飲まない・掛けない」の健康麻雀 

着付け教室 １人で着物が着られるように 11月 8日、15日(火) 麻布区民センター 
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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 14日(月) 

「定例会」11月 28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、2会議室 

9:30~12:00 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 11月 30日（水） 

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２会議室 

13:00~  11月８日(火) 第1会議室 

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 11月 28日(月)第１会議室 

ダンス同好会 赤野 文子 新大阪ココプラザ  

中の島パーティー会場  

9:30~12:00 

13:00～16:30 

11月  ３日(木)  

11月 17日(木) 

フラダンスの会 赤野 文子 同上(外部講師による

レッスン) 

12:30～15:30 第３火曜日 

11月 15日  

軽音楽同好会 滝本 秀隆 新大阪ココプラザ 12:30~15:30 ７月 25日 (月)  

カラオケ同好会 正木 伸治 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 和歌山県印南町 

せいゆう丸 

4：00 集合 11月 21日（月） 

真鯛釣り 

ハイキング同好会 高木 宏斉 高御位山 JR宝殿駅  

10:00 集合 

11月 10日（木） 

雨天 11月 12日（土） 

健康と医療同好会 

講師  中山孔明先生  

正木 伸治 総合生涯学習センター

第３研修室 

9：30～12：00  

ゴルフ同好会   安楽 秀典 愛宕原ゴルフ俱楽部  ９:00集合 12月 20日(火) 

関西懇談会・懇親会 佐々 康子 大阪リバーサイドホテル 13:00～ 12月 7日(水) 

関西運営会議 吉村東洋男 大阪駅前第２ビル 

５Ｆ 第５会議室 

13:00～16:30 11月 8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 正木 伸治 第１会議室 AM,PM 11月９日（水） 

お誘い旅行 旅の情報会 

打ち合わせ会・勉強会 

金田 期泰 大阪生涯学習センタ

ー５Ｆ 第４会議室 

13：30～16：50 

 

12月 2日（金） 

（定員１８名） 

一万人の第九 本村 忠司    

お誘いステイ   新竹 

台湾・       高雄 

神原 克収 東星駿業 

摩天海湾商旅 

 10月 8日～11月 6日 

2017.2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   

 


