
1 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

1月が駆け足で過ぎて行き、今日から 2月がはじまりました。そしてほんの少しですけれど、 

陽射しが明るくなって春が確実に近づいてきているのが感じられます 

窓辺のこぶしの花芽もすでに膨らんで開花にむけてスタンバイしています 

自然のよみがえりにあやかり、私達も花を咲かせたいですね 

 

 

本部からのお知らせ     平成 28年度の年会費納付のお願い 

代表 杉本勇 

昨年 12月発行 95号会報に掲載致しておりますが、平成 28年の年会費納付時期を迎えました。 

会報の発行、HP の充実化を図るために会費は欠かせないものです。 

会員の皆様には どうぞ２8年度も継続してご納付頂きますようお願い申し上げます 

 

年  会  費   5,000円 

振込先内容   振込銀行   ゆうちょ銀行 

加入者名義  ロングステイクラブ 

口座記号    ００１３０－８  口座番号  ６０１７３５ 

納付  期日   平成 28年 3月 31日迄 

振込方法  ① 会報同封の「払い込み取扱票」で振込む 

                        払込人のお名前は登録正会員名と住所を判読し易い楷書でお願い致します 

            ② 登録正会員ご自身がゆうちょ銀行口座をお持ちの方は ATM より振込む 

                     ③ ゆうちょ銀行以外から振り込む 

                        店名 ○一九 店番 ０１９  預金種目 当座預金 

           口座番号 ０６０１７３ 

〈 ご 注 意 〉 

★ 二重払いにご注意 

             会費を振り込まれたら銀行発行の「受領書」又は「ご利用明細表」の保管を 

お勧め致します。 

★ 納付期限の厳守 ３月 31日迄に 

            4月 1日付で自動退会となります。 

世話役・会員担当  小林壽夫 
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                       ★★ 会員担当からのお知らせ★★ 

                             世話役会員担当  小林壽夫 

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 

関西支部 

吉本 勝子さん    大阪府八尾市   

松本 守康さん・濱田佳津江さん 大阪府東大阪市   

菅生 智次さん・ゐさ子さん  徳島県徳島市   

上田 礼子さん・耕平さん  兵庫県宝塚市   

関東支部 

小野寺 榮喜さん  東京都練馬区   

安部 照子さん  東京都大田区   

二星 節子さん  千葉県市川市   

福島 清子さん  神奈川県川崎市   

渡辺 美恵子さん  千葉県市川市   

藤森 志津子さん  千葉県千葉市   

お知らせ    会員の方よりﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの登録と変更連絡ありましたので、お知らせを致します。 

・内藤千鶴子さん（東京都）         

・濱田佳津子さん（大阪府）         

・上田礼子さん・耕平さん（兵庫県）     

 

 

★勉強会のお知らせ★ 

 テーマは「国内ロングステイ」 

■日時：2016年 2月 4日（木）10:00～12:00（受付開始 09:45） 

■場所：虎ノ門いきいきプラザ（とらトピア）（虎ノ門駅より徒歩 7分） 

         http://www.toratopia.com/t_map.html 

■参加費用：無料 

■定員：5名 ※先着順で受付いたします 

    【特別講演】国内ロングステイ普及に向けツーリズムデザインの考え方 

＜応募方法＞ 

  【記載事項】氏名、メールアドレス 

■応募先：E-mail  info@longstay.or.jp    www.longstay.or.jp 

 一般財団法人ロングステイ財団（担当：常岡、川嶋）☎  03-6206-6830 

 東京都港区虎ノ門 1-12-1 虎ノ門第一法規ビル 7F FAX 03-3591-8166 

 

会員担当からのお知らせ 
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中部ハイキング同好会からのお知らせ 

第一回ハイキング同好会 

同好会活動を活発にという一環で「中部ハイキング同好会」をスタートさせることが決まりました。 

私の都合で冬の間は、冬眠生活（私の場合は、フィリピン、台湾への避寒）で活動できないので、 

春の計画を考えています。例年、岩倉市で四月に 「桜祭り」が開催されます 

昨年の場合は、第一土曜、日曜の 4日、5日でした。五条川沿いに約 2、000本最長 8Kｍ、 

駅のそばの中心部は約 1Km に桜並木があり、例年 春には賑わいます 

また、【いわくら塾】というボランティアガイドも頼めて（約一時間）散策と観光を楽しめます 

今年の桜の開花時期が全く予測不可能ですが、一応、第一土曜日、雨天の場合第一日曜に開催します 

注）直前で岩倉市の HP でもう少し詳細が分かれば日程変更もありです 

集合場所：名鉄犬山線、岩倉駅 10：00 

ガイド歩き：約１時間、その後、このあと近くでランチをしましょう 

そのあとさらに歩くことも可能です 

参加ご希望の方は、3月 1日～10日の間にお返事ください 

メール宛先：lsckansaicb@googlegroups.com 

ランチコンサートのお誘い 

今回から、新しい試みとして「ランチタイムコンサート」を開催いたします 

（宗次ホール：名古屋中区役所隣り）で開催されるランチタイムコンサートとお食事です 

今回は、女性アンサンブルによるコーラス（懐かし民謡と子守唄）を聞き、すぐそばのレストランでセットランチを頂きます  

期日は、3月 22日（火）です 

開園 11：00 コンサート開始 11：30 ～12：30 までコンサート参加後 

お食事会は、下記の 10セットがあります 

  セット A：和食 ～18名 日本料理 「志摩」 ベストウエスタンホテル名古屋 B1F ￥2,100 

セット B：和食 ～16名 ままや     宗次ホール 1F           ￥2,700 

セット C：洋食 ～30名 モンマルトル  名古屋東急ホテル 1F      ￥2,500 

セット D：フレンチ  ル・タンブル ベストウエスタンホテル名古屋 2F     ￥2,700 

セット E：中華 ～30名 南国酒家    名古屋東急ホテル 2F     ￥2,500 

セット F：中華 ～30名 桃花林     テレピア 15F             ￥3,000 +団体>席料（？） 

セット G：豆腐料理～50名 梅の花    松坂屋パークプレイス 12F  ￥3,000 

セット H：居酒屋 木曽路 瓦町店   中区新栄（15名＜で送迎） ￥2,900 

セット I：寿司  ～50名 なだ万    名古屋東急ホテル 2F       ￥3,700 

セット J：寿司  ～26名 東鮨本店  伏見駅（タクシー迎え）      ￥4,000 

ご希望の方は、希望するセットコースと合わせてお申込みください 

人数が許されるコースでご希望の多いコースに決めます 

申し込み期限は、一寸先ですが、3月 1日（火）とします 

コースが決まれば、セットの お店に予約を入れて、宗次ホールにチケットを購入に行く必要があります 

好評であれば、１，２か月に一回くらいのペースでコンサートとランチを楽しみましょう 

名古屋の栄で定期的に集まれればいいかなと考えて企画しました 

今回、チケットの購入は、お近くにお住まいの安田さんに購入をして頂く予定です 

参加、不参加にかかわらずご意見とお返事をお聞かせください 

宛先：lsckansaicb@googlegroups.com 

関西支部からのお知らせ 
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第５回「文化祭」開催のお知らせ 

関東支部長   佐藤 洋子 

一番寒い「大寒」の時、ロングステイクラブの皆さまにはお変わりなくお過ごしのことと思います 

温かい国でロングステイを楽しんでおられる方、また東京で同好会など、クラブライフを楽しんでおられる方々も 

それぞれに多くおられることでしょう。  

さて、今年も「文化祭」の準備を始める時期になりました。 

作品展示は回を重ねるごとに出品作品が多くなり、たいへん好評を博しております。 

たくさんの人が集い楽しめる「文化祭」にしたいと願っておりますので、 

皆さまのご協力、ご参加をよろしくお願いいたします。 

「第５回文化祭」は、実行委員長として、前関東支部長の川本周二さんにお願いし、引き受けていただきました。 

なお、実行委員には、例年通り各サロン会の世話役の方々にお願いしたいと思います。 

また、その他にも実行委員としてお手伝いくださる方を募集しておりますので、ご連絡をお願いいたします。 

今年度の企画や展示品などの情報収集などにご協力いただきたいのです。 

同好会として、或いは個人でなさっておられる日頃のお稽古の成果をご披露する場として、 

舞台や展示場を用いて皆さまとご一緒に存分に楽しむ場にしていただきたいと願っております。 

会員の皆様、ご自身の特技を生かした創作､考案なさった作品等或いは、お知り合いの方の作品等を 

ご紹介していただければ幸いです。連絡先は以下の実行委員です。 

 

舞 台：歌唱、コーラス、楽器の演奏、マジック、ダンス、スピーチ等、他なんでも 

展示作品：絵画、書、写真、手芸、陶芸、生け花、洋裁、和裁、編み物、折り紙等、他なんでも 

実施日： 平成 28年３月 28日（月） 11：00～17：00 

会 場： 渋谷区リフレッシュ氷川１階集会室（ステージ付の大ホール） 

                        〒150-0011 渋谷区東 1-26-23  ☎ 03-5466-7700 

                      ネットで「渋谷区リフレッシュ氷川」を検索してください。 案内図もあります。  

連絡先  川本 周二    

鳥井三枝子   

佐藤 洋子    

 

第４回 菜の花サロン会開催のお知らせ 

 開 催 日： 平成 28年３月 16日（水） 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」    

                担当 ・アシスタントマネージャー ・宇野 様 (☎  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」 

 交通アクセス： 交通アクセス ＪＲ京葉線・武蔵野線「舞浜駅－南口」下車 

                       降車ホームの改札口を出て、隣接の「リゾートゲートウエイ・ステイション」駅より、 

                       専用モノレールに乗り、三つ目の駅「東京ディズニーシー・ステーション」にて下車 

    北川 忠澄  < @catv296.ne.jp >  ☎ 043-  

            鳥井三枝子 < @yahoo.co.jp >     ☎ 043-   
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                              安徽省を中心にした中国旅行 

櫻井貞夫 

5月連休には安徽省中心にした中国旅行を計画しています 

希望の方早目にお申し出くださいますようお願いします 

   日     程：４月 22日～５月９日 で航空券購入時期費用の都合で 15日以内に調整 

   コ  ー   ス：上海往復とし、人数により専用車・鉄道併用で計画する 

   主 な観 光 地：合肥の三国志関係遺跡・黄山地域の古鎮 

               その他商丘・許昌・千島等も追加で検討中 

             この地区でのコース内で希望があれば滞在日数も含め計画は自由に変更いたします。    

  希 望 の方 へ： 

１． パスポートコピーを申し込みと同時にお願いします 

鉄道利用の場合は 2 か月前から購入できますがパスポート番号必要です。 

２． 費用はおおよそ 17万円程度で見てます 

３． 募集人員：15人程度としたい。 

４． 締め切り 2月末としたい 

連 絡 先： 

                     櫻井貞夫：  

                              

                                 

 

❤❤ 「アドリア海の旅」へのお誘い ❤❤ 

日時： ５月 13日（金）出発 ～ 30日（月）成田着 

「アドリア海の真珠」と「アルプスの瞳」、魅力あふれる大自然と古都をめぐる旅です  

ローマ時代の道路が残る美しいアドリア海沿岸の街、 

そして 更に 1000年昔にさかのぼり、ヘレニズム時代に起源をもつ古い街をゆっくり無理のない行程でめぐります 

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の傷跡が残るモスタルの背景をも合わせて勉強したいとも考えています 

また、エレナさんがご一緒して、故郷をご案内くださるので、パック旅行では体験できない旅となるでしょう 

1月 21日山崎エレナさんが上京されて、旅行の全貌をご説明くださいました 

ほとんど 2泊以上の連泊を予定した自由行動を多くした旅になっています 

 

日 程 行                程 食  事 宿    泊 

5月13日 それぞれの航空機で成田、関西空港を出発 機内 機内 

14日 リュブリャナ空港着 

午後リュブリャナ市内観光、旧市街、フニクラーレに乗ってリュブリャナ城へ 

機内 

昼付・夜付 

リュブリャナ泊 

15日 アルプスの瞳ブレッド湖へ手漕ぎボートに乗って浮かぶ小島へ 

ブレッド城展望台からユリアンアルプスを一望 

午後、自由行動、湖周辺をサイクリング、ヴィントガル渓谷ハイキング等、 

朝、ホテル 

昼自由・夜自由 

リュブリャナ泊 

16日 クロアチアの首都ザグレブ観光 

 

朝、ホテル 

昼自由・夜自由 

リュブリャナ泊 

旅行企画のお知らせ 
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17日 ポストイナ鍾乳洞⇒ショコツァン鍾乳洞⇒モトヴン⇒ポレチェ 

トロッコに乗って神秘的な雰囲気が漂う鍾乳洞内へ        

 ポストイナのレストランランチ 

シュコツィアン鍾乳洞群観光⇒バス移動 

朝、ホテル 

昼自由 

夜付 

ポレチェ泊 

18日 ポレチェ⇒プーラ⇒ロヴィーニョへ移動⇒プリヴィツェ湖群公園 

ポレチからプーラまで1時間半、ロヴィーニ観光    プーラでランチ 

プーラで円形劇場観光、ロヴィーニからプリトヴィッェへ 

朝、ホテル 

昼自由 

夜付 

プリトヴィツェ泊 

19日 自然の創り上げた芸術品プリトヴィツェ湖群公園を一日観光 

観光はEntrance 1       公園内でランチ レストラン Poljana 

ザダールへ移動 

朝、ホテル 

昼自由 

夜付 

ザダール泊 

20日 ザダール 

ランチ ロイヤルワインヤード 地元伝統料理 

ザダール博物館へ入場 

朝ホテル 

昼自由 

夜自由 

ザダール 

21日 ザダールからバス移動⇒スプリットへ 

 

朝ホテル 

昼自由・夜自由 

スプリット泊 

22日 スプリット港へ移動 船でビシェオ島 青の洞窟 

ヴィス島のコミジャ港  船でランチ 魚、肉、ヴェジタリアンメニューあり 

午後、自由行動  

朝ホテル 

昼自由 

夜自由 

スプリット泊 

23日 アドリア海の中心シベリニク（聖ヤコブ大聖堂など）、トロギール観光 朝ホテル 

昼自由・夜自由 

スプリット泊 

24日 スプリットからドブロヴニクへ移動 

ボスニア・ヘルツェゴビナのネウム町でランチ            

朝ホテル 

昼自由・夜自由 

ドブロヴニク泊 

25日 ドブロヴニク世界遺産めぐり 

ケーブルカー、ロープウィでスルジュ山からパノラマを楽しむ 

旧市街観光  午後自由行動  

朝ホテル 

昼自由 

夜自由 

ドブロヴニク泊 

26日 モンテネグロへのエクスカ―ジョン（世界遺産のコトルの街） 

ブドヴァと聖ステファンの可愛いパノラマフォトストップ、 

夕食はコナヴレまたは、ツァヴタテユ地域がお薦め 

朝ホテル 

昼自由・夜自由 

ドブロヴニク泊 

27日 一日 自由行動 

クルーズ、観光、お買い物お好きにお使いください 

朝ホテル 

昼自由・夜自由 

ドブロヴニク泊 

28日 ドブロヴニクからバス移動⇒モスタル⇒サラエボ 

モスタル、ガイドなしの自由散策後、サラエボへ 

朝ホテル 

昼自由・夜自由 

サラエボ泊 

29日 

30日 

サラエボ 出発までフリー 

成田着 

朝ホテル 

昼自由 

機内泊 

「アドリア海旅行」 5月 13日（22：30発）～30日（18：30着）募集中 

                   連絡先   佐藤 洋子  
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  関西・第８回「健康と医療同好会」を開催 

  テーマ 「がんについて」 

  第８回幹事  高木宏斉 

   日 時 ： 平成 28年２月 24日（水） 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６研修室 

   募 集 人 員 ： 先着 27名 

   締 切 ： 定員になり次第 締め切りと致しますが、一応２月 10日（水） 

   最小催行人数 ： 10名（満たない場合は中止）  

   会 費 ： 1,000円 

   講 師 ： 中山孔明先生 

   テ ー マ ： がんについて 

   内 容 ：  

健康と医療同好会では過去 2度癌の話をしてきました。 

いずれもがん（固形癌）を全体としてお話ししてきましたが、もう少し話を深めて行きたいと思います。 

その中でこれ程多いがんは手術方法、放射線療法など治療法の定石というべき取扱い規約が決められています。 

それに基づき治療は進められます（70-80％）が主治医の経験が（20-30％）これに加味されます。 

又、抗がん剤療法については、一般の方の理解は 30年～40年前の事実に基づく物が多くやたら副作用の 

面が強調され過ぎと云った事を感じています。 

以上 2点を中心にお話ししたいと思います。 

又、当日の話題とは別に、ご質問等あれば、何なりとお寄せください。 

    参加申込    ： 関西ＭＬ lsckansai@googlegroups.com 

 

                    

 

第 34回「お値打ちランチを食べる会」 

田原 千鶴子 

今回は明治 2年創業 桜あんぱんでおなじみの銀座木村屋です 

１階のあんぱんは知っていても上の階のレストランはあまりご存知ない方もいらっしゃるのでは？ 

2015年 9月閉店したマキシム・ド・パリ銀座本店の料理長が現在、銀座木村屋レストランの総料理長です 

LSC だけの貸切ですのでゆっくりと談話を楽しめます 

2月 29日 （月）   12：00   ￥2,500 

銀座木村屋 ４階レストラン    (銀座４₋5－7）TEL 03-3561-0091 

平日限定のランチ 本日のスープ・自家製ラタトゥイユ・エビのクネル・牛肉のジャポネーズ・デザート 

 コーヒー or 紅茶・パン色々食べ放題  （牛肉は魚に変えられます） 

＊お肉かお魚を選んでお申し込みください！ 

             幹事 田原    

                              

                  高野   

                  澤井    
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「東京サロン会」と「横浜みなとみらい会」コラボによる下曽我の梅林観賞ウォーキング 

年初は青梅梅林ウォーキングを予定していたが、ウイルスにより立枯れが発生し、 

全ての梅の木を伐採したので、梅花観賞が出来ませんので、代替場所を検討した結果、曽我の梅林に変更します 

ここの梅林は約 40年前から食用梅として生産しているが、その花の美しさ・可憐さ等を楽しむために 

毎年梅祭りが開催されている 

ここには 35,000本の白梅・紅梅・枝垂れ梅などが植えられている 

開催日時：2月 18日(木)10:30～14:00頃(雨天中止) 

集合場所：JR御殿場線「下蘇我駅」改札口 

交通機関：JR線利用者は JR御殿場線「国府津駅」9:41発→同線「下蘇我駅」9:41着 

小田急線利用者は JR御殿場線 「松田駅」9:57発→同線「下蘇我駅」10:07着 

ウォーキングコース：下蘇我駅→原梅林→別所梅林→中河原梅林→下蘇我駅 

備  考：イ.suicaや psimo では下蘇我駅改札は通過できないので、乗車券購入が必須。 

ロ.昼食は別所梅林の「うめの里食堂」(そば・うどん・酒・焼き鳥等を販売。きな粉餅・からみ餅・ 

あんこ餅も販売)で済ますことが出来る。 

       ハ.ウォキング途中での名所・旧跡(二宮尊徳遺髪塚、別所薬師堂、満江御前の墓等)立寄りの希望があれば、 

実施可。 

お申込み：飛鳥間 正郎  
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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 

4月 11日（月） 

4月 28日（木） 

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 

  城 

関東支部 関東支部世話役会 

文化祭 

3月 22日（火） 

3月 28日（月） 

アイマークタワーメンバーズフォーラム 

リフレッシュ 氷川 渋谷区 

関西支部 第 68回  LSC関西懇談会・ 

懇親会の案内 

4月 28日（木） 大阪リバーサイド ホテル 

 4階 大会議室前 

東京サロン会 「曽我梅林」を歩こう 2月 18日（木）国府津駅 曽我梅林ウォーキング 

みなとみらいサロン会 「曽我梅林」を歩こう 同上 同上 

北関東サロン会     

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集合 

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）   

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 

２月２日 16日（火）  

15：00～16：00 

港区三田いきいきプラザ A 

 

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」 

２月 15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 ２月 15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 

2月はお休み 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 

お値打ちランチの会 食事と親睦 2月 29日（月）12:00 銀座木村屋 

 

絵画同好会(彩遊会) スケッチを中心に活動 

「ふれあい祭」に参加 

毎月第３金曜日 

2月 13～14日（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 

2月 6日、20日（土） 

3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 マレーシアお誘い旅行 

安徽省中心にした中国旅行 

アドレア海の旅 

第2回目 2月13日～22日 

4月 22日～5月 9日 

5月 13日～5月 30日 

 

観劇同好会 文楽「義経千本桜」 2月 12日（金）17：30 「国立劇場」（半蔵門） 

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 

2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 5会議室 

9:30~12:00 2月 3・10・17日（水） 

4月 6・13・20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 2月はお休み 

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 

第２会議室 

13:00~  ２月９日（火）午後１時 

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 ４月 25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 

 

２月４日（木） 

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    

ハイキング同好会 神宮 和親    

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 総合生涯学習センター

第３研修室 

9：30～12：00 ２月２４日（水） 

ゴルフ同好会   山里誠四郎 泉南カンツリークラブ 9：30 集合 ４月４日（月） 

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 68回４月 28日（木） 

関西運営会議 後藤 繁 第５会議室 ＡＭ ４月 28日（木） 

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 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    

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  

旧正月(2/8)体験、 2016.1/27～2/25 

2016.2/20～3/20 

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） 

 


