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お知らせ 

世話役会員担当  小林壽夫 

会員の皆様よりご連絡ありましたので、お知らせを致します 

・メールアドレスの変更 

佐々幹雄さん（兵庫県）        〇〇〇〇@yahoo.co.jp 

段野京子さん（大阪府）  〇〇〇〇@gmail.com 

  

 

 

会報 95 号の原稿募集 

 

 95号会報の発行は 12月 15日の予定で、関西支部が、担当します 

頑張ってより良い会報にしたいと思っておりますが、あくまで主体は会員の皆様ですので 

皆様の積極的な投稿がなければ頑張りようがありません 

つきましては、どしどし投稿頂ければと切に願っております 

募集要項は次の通りです（基本的には従来通りですが、下記の通りとします） 

テ ー マ ： 政治や宗教、思想を除き自由 

原 稿 枚 数 ： 一応は自由としますが、数十ページに及ぶものは不可（どうしても投稿ご希望の場合は別途ご相談） 

締 切 日 ： 11月５日（編集の都合上早く頂くことがベター） 

原 稿 様 式 ： 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） 

極力文章ファイルと分けて下さい（word などに貼り付けた場合解像度が落ちるため） 

編 集 方 針 ： オリジナル文章を掲載し内容など一切編集致しません（単純な文字誤りなどは修正致します。） 

 

原稿 の送 り先 ： メール 関西会報係宛 PR@longstayclub.org 

手書き送付先  :〒635-0003 奈良県大和高田市大字土庫 297－11  正木伸治 

原稿に関わる問い合わせ先：正木伸治  〇〇〇〇@gmail.com  ☎ 0745-23-1260 

                      高橋恭子  〇〇〇〇@hotmail.com 

                          杉本  勇  〇〇〇〇@ares.eonet.ne.jp 

 

 

発  行：ロングステイクラブ 

発行日：2015 年 11 月１日 

発行人：杉本 勇 

編集・校正：佐藤 洋子・ 才野 勝裕       

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 

 

 

会員部からのお知らせ 

会報部からのお知らせ 
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  第 67 回 LSC 関西懇談会・懇親会の案内 

担当 大阪・和歌山ブロック 幹事 楠 卓郎 

開催日時：2015 年 12 月 9 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 

受付開始：12:10  4 階 大会議室前 

第一部・懇談会  13:00～17:00  

13:00   開始挨拶  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 楠 卓郎 

13:05   代表・挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 杉本 勇 

13:15   支部長挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 後藤 繁 

13:25   新会員・体験参加者紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 楠 卓郎 

13:45   企画・同好会報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大世古健治 

                                                                                                                            

14:00  旅の講演「魅惑のアドリア海」 ・・・・・・・・・・・・・ 安楽秀典  

         (講演 1 時間・質疑応答 10 分) 

15:10   休憩(約 20 分) 大阪・和歌山ブロック男性会員は席の配列準備 

15:30   ブロック別分科会 15:30～16:45   進行担当・各ブロック長 

大阪・和歌山  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 金田期泰 

兵庫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 白神昌亮 

奈良・京都・滋賀・中部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 正木伸治 

        初めに各ブロック内での各々の自己紹介を行う 

        後、懇談内容は各ブロック長の進行による 

16:45   その他報告・諸連絡・次回幹事紹介 

17:00   懇談会終了 3 階へ移動 

第二部・懇親会  

(17:30～19:30)  30 分席移動禁止事項は撤廃 

17:30  懇親会開始挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 司会進行・山里誠志郎 

            乾杯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平田 和彦 

            懇談・懇親タイム 

19:00   ケイオンズ生演奏 （ダンス・自由参加） 

19:20   ケイオンズ生演奏で全員合唱 

19:30  締め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 廣川 鷹七 

●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） 

●懇親会の席は受付時でのクジで指定のテーブル席へ 

●新会員及び体験参加者は、紹介者と同じテーブル席へ 

●飲み物は飲み放題 

＊ 最上階ラウンジで２次会予定有り（有志） 

 

 

関西支部からのお知らせ 
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  関西支部 正木伸治さんのご指導による 

タブレット講習会  

  今後の LSC の伝達手段のネット化に向けて、パソコンよりも扱いが簡単なタブレットの使い方の講習をいたします 

今まで、パソコンやスマホを保有していない方々が、初めてご使用いただくにはタブレットが簡単で、 

見易く、携帯にも便利ですし、価格もパソコンに比較して安価で入手できます 

ぜひこの機会に 苦手意識を払拭なさってご参加くださり、インターネットを自分のものにしていただきたいと思います 

友人、知人とのメールの交換やインターネットによる情報の取得で、生活に広がりが生まれます 

新しい生活がきっと始まることでしょう 

今回は、関西支部からホームページを担当しておられます正木伸治さんが上京、講師役を務めてくださいます 

①パソコンをお持ちでない方 ②パソコンをお持ちでタブレットに興味を持っておられる方 

③タブレットをご購入したけれど使用法が今一つ良く解らない方のご参加をお待ちしています 

尚、タブレットを日頃活用なさっておられる方の応援助手を求めます 

ぜひ、力をお貸しください！ 

     これからスマホやタブレットをご購入予定の方は、正木伸治さんにご相談なさると良いと思います 

                       日時： 11 月 22 日(日) 13：00～16：45 

場所： アイ マーク タワー メンバーズ フォーラム 

                                  地下鉄 大江戸線、有楽町線「月島」8 番出口階段を上る 

                                     公園広場、右奥の茶色いビルディング ２階の会議室 

         効率的な学習のため 20 名にて締め切り 

        申し込みは 佐藤洋子＜〇〇〇〇@guitar.ocn.ne.jp＞ 

 

 

 

 

                 お食事と横浜みなとみらい博物館＆帆船日本丸の見学 

❤ 日時：11 月６日（金）12：00～14：00 

❤ 場所：東天紅 桜木町ワシントンホテル店（みなとみらいが一望） 

https://www.totenko.co.jp/restaurant/sakuragi/  （JR桜木町駅前） 

東天紅は最上階の個室につき、ゆっくりとご歓談いただけます 

お料理も美味です 

❤ 会費：3,000 円（個室・乾杯の１ドリンク付き） 

❤ オプション：東天紅の食事の後、横浜みなとみらい博物館＆帆船日本丸 見学 

・場所：東天紅から徒歩５分程度（14：30 からガイドツアーを予約） 

・費用：65歳以上 300円 

・時間：２時間程度（途中で抜けても大丈夫） 

また、自由見学の方がよいということであれば、そのように致します 

http://www.nippon-maru.or.jp/port-museum/index.html 

みなとみらい会世話役 大井美智子✿✿✿ 

〇〇〇〇@room.ocn.ne.jp  ☎ 〇〇〇〇 

太田 紋子★♪☀ 

〇〇〇〇@nifty.com     ☎ 〇〇〇〇 

 

みなとみらい会 関東支部 サロン会からのお知らせ 

関東支部からのお知らせ 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-hjg7ztkL2nc/UYurYHMcsUI/AAAAAAAARzM/c9Z3WFnd3Q0/s800/kouyou.png&imgrefurl=http://matome.naver.jp/odai/2137941581454552801&h=637&w=767&tbnid=A2NYFgFubvs14M:&docid=a7o-rL4sZfGPyM&hl=ja&ei=7eE0VqfhLsPejwO3uLjwAw&tbm=isch&ved=0CGYQMyhAMEBqFQoTCOeLmeOG7cgCFUPvYwodNxwOPg
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訃報 

 11 月の東京歩く会「お芝居と 10 種のお風呂の健康スポット」 

     都内唯一、観劇のできる健康ランドです！ 

日  時：11 月２6 日（木）13：00  JR 小岩駅南口改札 

場  所：湯宴ランド 小岩  (観劇、岩盤浴、エステのできる健康ランド) 

江戸川区南小岩８－11－７   ☎03-3650-1126  

費  用：料金は 2,484 円 インターネット割引き 1,944 円で 5 名入館(岩盤浴,ワンドリンク付） 

芝  居：13：30～16：00 

         参加希望する方は、荒木  透（〇〇〇〇@yahoo.com.jp）まで、ご連絡をお願い致します 

 

               大宮盆栽美術館見学・大宮鉄道博物館見学  

日 時  11 月 25 日（水）10：30  JR 宇都宮線土呂駅改札口集合 

（東京駅から 35分、大宮駅から 3 分）     

            土呂駅から徒歩 5 分の大宮盆栽美術館を見学（所要時間 40分程度） 

            その後大宮駅経由で大宮鉄道博物館に移動、見学 

昼食は弁当を購入して会場で食するか、あるいはレストランで済ませる  

   ＊大宮盆栽美術館について 

    世界中に愛好家が広がる「盆栽」、その中心地は大宮盆栽村との事です 

    そこの目玉として、2010年 10 月に大宮盆栽美術館が開館しました 

    日本を代表する名品盆栽約 120点をはじめ、盆器、水石、絵画資料等を鑑賞できます 

    15名以上の団体の場合ボランティアガイドの案内がつきます 

    入場料は 300 円です 

   ＊大宮鉄道博物館について 

    広さは東京ドーム一個分で規模、内容は関東で一番との事です 

    人数にかかわらず、先ず一時間程度ボランティアガイドによる案内、説明があり 

その後、館内の自由見学です 

    入場料は 1000 円です 

   終了後希望者にて懇親会を予定（自由参加） 

   大まかの参加人数を把握したいので参加される方は返信メールか下記幹事宛メールか電話をお願いします 

北関東サロン会幹事  野田 裕充、 三浦 允忠、 荒木  透 

栗原 裕通 <〇〇〇〇@nifty.com>    ☎ 〇〇〇〇 

 

関東支部会員 藤澤 正春様が、9 月 30日 老衰のため ご逝去されました 

藤澤正春様は ロングステイクラブ草創の頃から、今日に至るまで奥様の和子様とともに 

ロングステイクラブ発展のために活動されました 

昨年春の八王子の森林公園における花見にはお元気に参加されておられました 

また、「エール フランス」在職中は、フランスと日本の文化の懸け橋となって活躍されました 

謹んでお知らせいたしますとともに 心からお悔やみ申し上げ ご冥福をお祈りいたします  

藤澤正春様  平成 27 年 9 月 30 日ご逝去  享年 89 歳 

 

東京サロン会 

北関東サロン会 
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第４回菜の花サロン会 

 開 催 日： 平成 28 年３月 16 日（水） 開催時間 12：00～15：00 

 開催場所： 浦安市ディズニーシー・ホテルミラコスタ、「オチェーアノ・レストラン」 ☎ 047-305-2765          

                  集合時間： 「オチェーアノ・レストラン」 11：30 

開催内容：  ①レストラン・ランチ「地中海料理」   ②「ディズニシーショーの鑑賞」 

 募集人員： 「個室」の関係で「30 名」様 先着順の受付 「30 名様」にて 締切り 

費 用： 「お肉 又は お魚のコース料理を選択」  4,200 円／名（税・サービス料込み）           

           席数は 36席で、個室料金 21,600円はご参加者割りになります 

交通アクセス： JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅－南口」下車 (詳細は、次回ご案内します) 

  申込方法： ① ご参加者のお名前－－－「           」。 

              ② 料理の選択をお願い致します   ａ．お肉コース   ｂ．お魚コース 

                   「ａ．又はｂ．」の何れかを次の「     」内にご記入下さい。 

            申込期限：  11 月 10 日迄にお願い致します 

①  北川 忠澄    <〇〇〇〇@catv296.ne.jp >   ☎ 〇〇〇〇 

②  鳥井三枝子  <〇〇〇〇@yahoo.co.jp  >    ☎ 〇〇〇〇 

         菜の花サロン会世話役 鳥井三枝子、 山田 恭子、 内藤 洋子、 

近藤 準三、 佐々木 仁、 北川 忠澄   

 

 

★★マレーシアお誘い旅行★★ 

幹事  山際 泰造 

* 旅行代金（2名 1室ひとり）100,000円，１人参加１人部屋追加代金 50,000円 

* 朝食はホテル代に含まれています 

* 国際航空券代金は含まれておりません 

* 基本的に現地集合・現地解散のツワ―になります 

＊ 原則現地精算(円払い）となります 

* 現地での乗り物（15人乗りバン）は現地旅行会社手配の運転手が全日程案内します  

 

 

催行予定日：                                 

 * 第 1 回   2015年 12 月 12日（土）～ 12月 21 日（月）  催行中止（申込者少数により）  

 * 第 2回   2016 年  1月 9日（土）～  1月 18日（月） 催行決定（現在 1名の空きあり） 

 * 第 3回   2016 年  1月 23日（土）～  2月 1日（月） 催行中止 

 * 第 4回   2016 年  2月 13日（土）～  2月 22 日（月） 催行決定（現在２名の空あり） 

主な変更点 

 1．2日目の KL第 2空港―>ペナンへの飛行機代は旅行代金に含まれております。 

   2．8日目（土）のポート・ディクソンのホテルを水上コテージの Avilion Port Dickson に変更。 

   3．私（山際 泰造）がすべての旅程に添乗させて頂きます。 

旅行企画のお知らせ 

連絡先： 山際 泰造 

☎  〇〇〇〇 

〇〇〇〇@gmail.com 

 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.oimoyamawaki.com/okaimono/2010koubou/ryou/2012-ryou/2012.11/cosumosu.jpg&imgrefurl=http://www.oimoyamawaki.com/okaimono/2010koubou/ryou/2012-ryou/2012.11/2012-11.html&h=2039&w=2039&tbnid=L4yGmCEEROzN_M:&docid=ZUn5_2o03kApwM&hl=ja&ei=e_g0VvCQIMrSjwOv86zoBQ&tbm=isch&ved=0CCgQMygNMA1qFQoTCLC6q6Sc7cgCFUrpYwodrzkLXQ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.illust-box.jp/db_img/sozai/00002/28667/watermark.jpg&imgrefurl=http://www.onleansheetmetal.com/xiaxin/avymbafp.html&h=595&w=842&tbnid=7H_7-3yn2oGwoM:&docid=UWe723UgebXnKM&hl=ja&ei=e_g0VvCQIMrSjwOv86zoBQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygFMAVqFQoTCLC6q6Sc7cgCFUrpYwodrzkLXQ
mailto:northriver62@catv296.ne.jp
mailto:mieko_torii@yahoo.co.jp
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.illust-box.jp/db_img/sozai/00002/28667/watermark.jpg&imgrefurl=http://www.onleansheetmetal.com/xiaxin/avymbafp.html&h=595&w=842&tbnid=7H_7-3yn2oGwoM:&docid=UWe723UgebXnKM&hl=ja&ei=e_g0VvCQIMrSjwOv86zoBQ&tbm=isch&ved=0CCAQMygFMAVqFQoTCLC6q6Sc7cgCFUrpYwodrzkLXQ
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お誘い旅行 「アドリア海の旅」 

関東支部   佐藤 洋子 

日程：5 月 10 日前後から 16 日間 

美しいアドリア海に沿って、古い街並みが魅力のクロアチアからアドリア海の真珠と呼ばれるドゥブロヴニクまで、 

中世の海洋交易の要として栄えた都市の世界遺産を巡ります 

内陸では、スロヴェニアのブレッド湖やプリトゥヴィツェ国立公園をゆっくりハイキングしたいと思います 

美しい海と豊かな自然を満喫する旅を作り、また、第一次世界大戦の発端となったサラエボや記憶に新しい 

ボスニアの痛ましい戦争などの背景をも合わせて勉強したいとも考えています 

以下は、大まかな予定ですが、ご案内くださるエレナ山崎さん、関西支部の金田期泰さんの経験豊かなご意見を 

伺いつつ、ご参加くださる皆さまとともに、予定を組んでいきたいと思います 

   行程は空路リュブリアーナ到着後バスでブレッド湖（2泊）⇒リュブリアーナ（2 泊）⇒プリトヴィッツェ国立公園（2泊） 

ザダール(2泊)⇒スプリット（２泊）⇒ドブロクニク（４泊）⇒サラエボ（１泊） 

すべての朝食、７回の昼食、３回の夕食込のパッケージ料金 

今日現在 １€ ＝133円（€は日々変動しています） 

16人  2.385€(317,205円)    31人  1.852€(246,316 円) 

21人  2.172€(288,876円)    36人  1.775€(236,075円) 

26人  1.970€(262,010円)    41人  1.721€(228893円) 

シングル部屋ご利用の追加料金 = 392€(52,136円) 

ご希望の方は急ぎご連絡ください 

佐藤 洋子 〇〇〇〇@guitar.ocn.ne.jp    ☎ 〇〇〇〇 

 

 

「クルーズ同好会・今年に次ぐ第２回目のお誘い」 

クルーズ同好会・世話役 八田忠 

日 時： 2016 年６月 10 日（金）～ 2016 年６月 15 日（水） 

場 所：神戸港発 ～ 横浜港着 

         坂本龍馬ゆかりの地・神戸・長崎・高知・韓国（釜山）寄港の６日間クルーズ 

船 名：ダイヤモンド・プリンセス号（ 11万６千トン・乗客定員 2706 名）      

費 用：84,000 円 「６日間の交通費・宿泊費・全ての食事代・毎夜のショー代金等含む」 

特 典：今年 11月末までの申込みは早期割引き（最低 5,000円～10,000円・部屋のタイプによる） 

＊今年６月、第 1回目のクルーズを経験した LSC会員 13名も再乗船  

八田も引き続き乗船し、お手伝いさせて頂きます 

「ご参考」 LSC ホームページ、最新情報 7/24 で正木さんが、今年の乗船体験記載せています 

ご参考に資料請求・問合わせは直接八田まで下記メールにて連絡下さい 

八田メール：〇〇〇〇@hotmail.com                         

八田携帯 ：090－〇〇〇〇 

 

 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/xendim/xendim1203/xendim120300017/12920281-%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E8%88%B9.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://jp.123rf.com/profile_xendim&h=260&w=350&tbnid=yEe4m7QgFKfRWM:&docid=5dMAK-jgmpuWgM&hl=ja&ei=yxINVuzZEMO20ASwyYSYCw&tbm=isch&ved=0CEwQMygmMCZqFQoTCKzrmOCPocgCFUMblAodsCQBsw
mailto:yokosato1014@guitar.ocn.ne.jp
mailto:hatta70@hotmail.com
http://www.ab-road.net/europe/croatia/E69/tour/search/AD05H92R/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://sozaishu.up.n.seesaa.net/sozaishu/image/44120E4B883E7AB88EFBC8FE3838AE3838AE382ABE3839EE38389EFBC8FMountain20ash2002.gif?d%3Da36&imgrefurl=http://sozaishu.seesaa.net/&h=800&w=1000&tbnid=ZrmgKmSPWJ_7gM:&docid=d9aV4JOolT_loM&hl=ja&ei=Qv80Vv-sJsLcmgW5lL2gDg&tbm=isch&ved=0CFgQMygyMDJqFQoTCP_V2d-i7cgCFUKupgodOUoP5A
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://365hana.net/koyo/img/momiji_04.jpg&imgrefurl=http://365hana.net/koyo/2009/11/_04.html&h=367&w=310&tbnid=kcilpyaLcX5imM:&docid=TxJ96mC0_auu5M&hl=ja&ei=Qv80Vv-sJsLcmgW5lL2gDg&tbm=isch&ved=0CFkQMygzMDNqFQoTCP_V2d-i7cgCFUKupgodOUoP5A
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第 31 回「お値打ちランチを食べる会」 

幹事  田原 千鶴子 

一度は食べてみるべし 近代まぐろ！！ 

11 月 10 日 （火） 13：00 

近畿大学 水産研究所 銀座店 

￥3,500 

「近大卒」のエリートマグロと新鮮な魚と紀州の恵み 

世界で初めて成功したマグロの完全養殖の他、近畿大学水産研究所が、 

和歌山県の白浜や浦神、串本、大島を中心とした生簀で稚魚から成魚まで 

最適な環境と餌を与え手塩にかけて育てた安心・安全・新鮮な魚たち 

お店は内装のこだわりから料理のこだわり、そして養殖マグロへのこだわりもしっかりと！！ 

決して期待を裏切らないランチです 

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  〇〇〇〇@aol.com  又は 〇〇〇〇.@gmail.com 

090-〇〇〇〇 

高野  090-〇〇〇〇 

                        澤井  090-〇〇〇〇 

 

11 月 LSC 関西「旅に役立つ PC 勉強会」のご案内 

秋は、味覚・紅葉・祭りと私の大好きなシーズンでもあります 

もうすぐ避寒で南国へステイされる方も多くなりますね 

さて、11月の PC勉強会を下記の通り開催させていただきます 

新入会員歓迎 

◆日時:平成 27 年 11 月 21 日(土) 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 

①「Google、Win10」復習･･･質問を重点にします。 

②「印象に残る 2016年賀状」の作り方･･･ソフト素材は用意します。 

◆募集人員:23 名(申し込み順) 

      自分のノート PC をご持参ください。(OS が XP、Vista の方はご遠慮ください) 

◆参加費:1,000 円 

◆今後の開催予定 12/25(金) 1、2月はお休み 

◆世話役:本村忠司、十河和夫、青田文男、佐藤博士、安樂秀典 

安樂秀典 

西宮市 

☎ 〇〇〇〇 

E ﾒｰﾙ : 〇〇〇〇@r9.ne.jp 

同好会からのお知らせ 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.illust-box.jp/db_img/sozai/00003/30131/watermark.jpg&imgrefurl=http://www.illust-box.jp/sozai/30131/&h=595&w=842&tbnid=-1AYI-_PWEFV_M:&docid=s1N7d5KdCYRSPM&hl=ja&ei=e_g0VvCQIMrSjwOv86zoBQ&tbm=isch&ved=0CDgQMygVMBVqFQoTCLC6q6Sc7cgCFUrpYwodrzkLXQ
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.illust-box.jp/db_img/sozai/00003/30131/watermark.jpg&imgrefurl=http://www.illust-box.jp/sozai/30131/&h=595&w=842&tbnid=-1AYI-_PWEFV_M:&docid=s1N7d5KdCYRSPM&hl=ja&ei=e_g0VvCQIMrSjwOv86zoBQ&tbm=isch&ved=0CDgQMygVMBVqFQoTCLC6q6Sc7cgCFUrpYwodrzkLXQ
mailto:himaki@aol.com
mailto:kirara@gmail.com
tel:06-6345-5000
mailto:raku@r9.dion.ne.jp
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マジック同好会からのお知らせ 

日時：12 月 3 日（火）14：00～ 新ネタ学習と復習 

場所：晴海トリトンスクエア アーバンタワー集会室 

      中央区晴海１－８－１６ 

     大江戸線 「勝どき」下車 A２・ｂ出口 徒歩 7 分 

      エスカレーターを上がり。コンビニを左手にして直進 

      300m程でトリトンスクエアの動く歩道があります 

都バス 03 ・05 系統はどれでも乗車可 

      トリトンスクエア前で下車  

トリトンスクエアのエスカレーターを上がったら 

グランドロビーの中を直進し、成城石井、 

郵便局を左手に見ながら通り抜け建物の外へ出ます 

右側にコンビニ・いきなりステーキなどのレストランが並んでいる 

中庭を直進すると右手正面にアーバンタワーがあります。 

会員でない方見学歓迎（会費無料） 

参加される方は幹事 栗原裕通（〇〇〇〇@nifty.com）までメールをお願いします 

 

       第７回ＬＳＣ関西「健康と医療同好会」 

幹事 正木伸治 

テーマは各種ワクチンについて（肺炎球菌ワクチンを中心として） 

日 時： 平成 27 年 12 月４日（火） ９：30～12：00 

場 所： 大阪市立総合生涯学習センター（大阪駅前第２ビル５階） 第３研修室 

募 集 人 員： 先着 34 名 

最小催行人数： 10名（満たない場合は中止）  

会 費： 1000円 

講 師： 中山孔明先生 

内 容： 日本の冬は乾燥した気候が多く、インフルエンザをはじめとする呼吸器感染症が頻発します 

近年 65歳以上の方には補助があり、肺炎球菌ワクチンの投与が推奨されています 

インフルエンザワクチンの接種を受けられている人も多いと思います 

ワクチン投与がどういったメリットがあるか、又問題点はなどワクチン行政の裏側の話題も 

赤裸々に語って頂けます 

又これらに関する事、これら以外の事で、普段疑問に思っていること等を事前に中山先生に 

質問いただければ、優先的にお答えして頂けます 

   忘年会兼昼食会：12：15 大阪駅前第３ビル 33階 「河久」にて開催予定 費用は 1,620円の予定 

   参 加 申 込： ①同好会・忘年会に参加 

②同好会のみに参加  いずれかでお申込下さい。 

 

正木 伸治 <〇〇〇〇@gmail.com> 

 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://tetsuoplus.com/ohana/hana_jpg/11/momiji.jpg&imgrefurl=http://tetsuoplus.com/ohana/tukibetu/11.html&h=2039&w=2039&tbnid=LbD4m3d4Erix6M:&docid=ySJSoaeqF88q5M&hl=ja&ei=Z-g0Vuy4DpS6jQP6kbPwBA&tbm=isch&ved=0CD0QMygXMBdqFQoTCKyIxfmM7cgCFRRdYwod-sgMTg
mailto:kuri47288@nifty.com）までメールをお願いします
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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 本部世話役会議 12月 17日(木)13：00～ 大阪市立生涯学習センター 

ロングステイ財団から

のお知らせ 

ロングステイフェア 11月21日(土)10：00～     

17：00      

城 

関東支部 タブレット講習会 11月 22日(日)13：00～  

関西支部 第 67回  LSC関西懇談会・ 

懇親会の案内 

 大阪リバーサイド ホテル 

 4階 大会議室前 

東京サロン会 湯宴ランド 小岩（温泉と観劇） 11月26日（木）13：00～ JR小岩駅南口改札 

みなとみらいサロン会 お食事と横浜みなとみらい博物

館＆帆船日本丸の見学 

11 月６日（金）12：00～

14：00 

東天紅 桜木町ワシントンホテル

店 

北関東サロン会  大宮盆栽美術館見学・大宮鉄

道博物館見学   

11月 25日（水）10：30  宇都宮線土呂駅改札口集合 

 

菜の花サロン会 浦安市ディズニーシー・ホテルミラ

コスタ、「オチェーアノ・レストラン」 

平成 28年３月 16 日（水） 

12：00～15：00 

「オチェーアノ・レストラン」前 

11：30 

LSC ゴルフ同好会 親睦コンペ 平成 28年 4月  

マジック同好会 勉強会（新ネタ紹介と復習） 12月５日（土） 港区三田いきいきプラザ 

関東合唱同好会 歌の好きな方歓迎、男性もどうぞ 11月 17日（火） 

12月 1日 15日（火）  

13：00～15：00  

港区三田いきいきプラザ A 

 

得意料理同好会    

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 16日（月） 

12月 7日 21日（月） 

14：00～16：30 

いきいきプラザ・神明 ４階B室 

 

ウクレレ同好会 ウクレレの技術向上と親睦 11月 16日（月） 

12月 7日 21日（月） 

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 

11月 17日(水) 

14：00～17：00 

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 12日（木） 

市川市・福栄スポーツ広場 

お値打ちランチの会 食事と親睦 11月10日（火）11：30～ 近畿大学水産研究所 銀座店 

絵画同好会(彩遊会) スケッチを中心に活動 

いつでも見学可 

毎月第３金曜日 

11月 19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 体験見学を歓迎します 

初めてでもゲームを楽しめます 

11月 7日 21日(土) 

13:00～16:30        

新宿区西戸山生涯教育館 

☎ 03-3368-3221 

旅行企画 マレーシアお誘い旅行 

 

アドレア海の旅 

第 1回 1月 9日～18 日 

第２回 2月 13日～22日 

2016年 5月 10日～25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   
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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  

 

毎月 第 4月曜日 

10月 26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 12月 22日（火） 

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~ 11月 16日（月）第 3会議室 

12月 21日（月）和室 

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 11月 4・11・18日（水） 

12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 21日（土） 

12月 25日（金） 

ヨットセイリング同好会 杉本 孝雄    

スキューバダイビング同好会 杉本 勇 沖縄慶良間諸島   

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 13:00~  11月 10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 11月 30日（月） 

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 

 

11月はお休み 

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  

魚釣り同好会 前田多加士 印南港「せいゆう丸」   

ハイキング同好会 神宮 和親 京都 嵐山方面  11月 17日（火） 

軽音楽同好会 滝本 秀隆 新大阪ココプラザ  

サーバス演奏会 

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  

正木 伸治   12月４日（金） 

ゴルフ同好会   山里誠四郎 愛宕原ゴルフ倶楽部 8：30集合 12月 11日（金） 

関西懇談会・懇親会 若林紘一郎 大阪リバーサイドホテル 13：00～ 第 66回 12月９日（水） 

関西運営会議 後藤 繁 第５会議室 ＡＭ 12月９日（水） 

中部ブロック 懇談会・懇親会 盛岡 勝治 名古屋中村区生涯学

習センター 第一集会室 

13：00～ 

16：30 

  

  

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 12日（木）企画会議 

お誘い旅行 旅の情報会 金田期泰    

一万人の第九 本村 忠司    

台湾・台中 新竹お誘いステイ 神原克収 振 英 会 館 

☎04-2237-3768 

D コース 11/4（水）～12/4（金） 

クルーズ同好会 八田 忠 掘り出し物クルーズ 

６日間クルーズ 

坂本龍馬ゆかりの地・

神戸・長崎・高知・韓

国（釜山）寄港 

2016 年６月 10 日（金）

～ ６月 15日（水） 
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