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              ロングステイクラブ本部総会 

     

       

 開催日時   2016年 4月 28日(木) 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  JR環状線「桜宮」徒歩 5分 

                        12:15  受付開始 ４階会議室前  ☎06-6928-3258        

 第 一 部  ロングステイクラブ本部総会  13:00～14:00   総    務   佐藤  博士 

 第 二 部  LSC関西・懇談会       14:15～17:00   司会進行   高木  宏斉  

                        14:15  ・挨拶   前関西支部長          後藤  繁 

                                 新関西支部長               吉村東洋男 

                         ・新会員、体験参加者紹介 

                         ・企画担当より諸連絡 

                         15:15  ・講演Ⅰ 初めてのオリジナルニュージーランド旅行  山田耕作/山田由美子 

                          

 

 

 

 

 

        15:45  休憩 

                   16:00  ・講演Ⅱ 我がふるさと自慢「播州播磨の国」     高橋恭子/佐々康子 

 

 

      
16:45   その他報告・諸連絡、終了後、懇親会会場へ移動 

第三部 懇親会 17:30～19:30          司会進行  浅原かおり  

           17:30   乾杯                         山崎  撃 

           17:35   懇談タイム（自己紹介など、30分は自分の席から移動しない） 

19:00   ケイオンズ演奏 

19:15   ケイオンズ伴奏で全員合唱 

19:30   中締め                             神原  克収     

けんか祭り けんか祭り

けんか祭り
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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 

関東支部   

小沢邦広さん   東京都江東区  

釜田典男さん/千代子さん 埼玉県東松山市  

田尻仙吉さん   東京都八王子市  

伊達康子さん   神奈川県横浜市  

関西支部   

北谷光太郎さん   大阪府阿倍野区  

田中重男さん   滋賀県守山市  

谷口孝行さん・ 章江さん 大阪府堺市  

原田奈津子さん   兵庫県尼崎市  

海外在住 

齋藤俊夫さん   タイ・チェンマイ  

謝環如さん    台湾・高雄市   

メールアドレスの登録及び変更  

賴文禮さん    

大西彰一さん   

井藤正治さん   

三浦允忠さん   

高木宏斉さん   

菅原正明さん   

福井頼子さん   

天羽道郎さん   

 

 

 

 

 

 

 

 

会員担当からのお知らせ  
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                 ❤ 新会員歓迎  オリエンテーション ❤ 

                       日時：4月 16日（土） 13：00～17：00 

                    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 

*スリランカ旅行と健康講話            菅原 智（内科医） 

*ロングステイ報告      チェンマイ編   堀内 法子 

*手作り旅行 報告     東アメリカ編   小川鑛一 

*同好会紹介        各同好会幹事 

17：00～ 新会員歓迎懇親会（希望者） 

会員の方もご参加いただきまして 新会員の方々を歓迎しましょう 

 

 

関東支部 例会 

日時：6月 8，9，10、11日 

場所：あてま高原リゾート「ベルナティオ」ホテル 

バスを貸し切りましたので 皆さんご一緒に行きましょう 

費用：約 40,000円+1,500円 

昨年秋、3泊 4日の合宿が大変好評でした 

錦繍の山々に思わず目を見張りましたが、 

この度は、新緑の高原で思い思いにゆっくりとした親睦の 4日間を過ごしましょう 

この日程をご予定ください 

          

  

東京サロン会「皇居訪問」 

2013年春に行いました「皇居訪問」を 3年ぶりに再び開催することになりました 

あの日は皇居も靖国神社も桜が満開でした。今年もちょうど見頃でしょう 

52名のご参加をいただき大所帯となりました 

日時：2016年 4月 4日（月）13：30 

1時間 30分で皇居内と二重橋を渡ります 

集合場所：桔梗門 

皇居参観後に東御苑散策 

15：00  平川門を出て 

桜の名所、千鳥ヶ淵散策 

17：00～  懇親会（希望者） 

幹事 川本周二 E-mail  

                                  荒木 透  E-mail 

 

関東支部からのお知らせ 

東京サロン会 
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4月の東京サロン会・東京歩く会は、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：4月２日（土）11：00  都営地下鉄新宿線 篠崎駅 改札を出た所 

浅間神社、篠崎公園、善養寺、湯宴ランドで約 4 キロ 1時間くらい歩きたいと思います 

日本一の大きい天然記念物に指定された「影向の松」のある善養寺を見学します 

昼食は、12時頃 から新喜楽座 座長 松川小祐司二の芝居を見ながら 

湯宴ランド 小岩｜観劇、岩盤浴、エステのできる健康ランドになります 

(お芝居と 10種のお風呂）料金は 2484円 割引き 1242円で 5名入れます 

(岩盤浴、観劇）料金は 3240円 割引き 1620円で 5名入れます 

土曜日は夫婦の日料金２人 4968円 割引き２人 2200円で入れます（カップル可）  

小学生６年までの子供 210円    芝居１時半開演 4時迄 

観劇のみの方は、12時半に直接湯宴ランドに来て下さい 

江戸川区南小岩 8-11-7    ☎ 03-3650-1126   

    参加希望する方は、荒木透まで、連絡お願い致します 

幹事 川本周二 

       荒木 透 

 

 

徳川家康、ゆかりの地      

小江戸 川越 散策のお誘い 

小江戸 川越の蔵の街、寺の街を散策してみませんか！ 

小江戸 川越は江戸時代の寺、蔵など、見所の多いところです 

名物の趣向品や駄菓子もあり興味をそそる町並みです 

ガイドをお願いして、ゆっくりと見物するのもまた良いものです 

お昼には名物の、うなぎ丼などをいただいて 

ゆったりと満喫できればと考えています 

    日   時：5月 9日（月）10：00 A.M. 

                         集合場所：JR 川越駅、東武東上線川越駅 改札口 

              JR川越駅は埼京線、東武東上線川越駅は「池袋駅」から 30分 

                         会   費： 3,000円（昼食代、ガイド料） 

＊5キロ歩きます (歩き易い楽なスタイル、靴等でお願いします) 

＊昼食は 13：00頃（その後、散策、帰りは三々五々） 

＊申し込みは ４月 15日まで 

＊申し込み先   野田

                                      栗原

                                 三浦

    

 

 

北関東サロン会 
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❤❤ 「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 18日間 

「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 

全行程、ほとんど 2泊以上の連泊と自由時間を多くとった旅になっています 

 連絡先   佐藤 洋子 

Cellphone 

 

 

★★2016年 6月 《新竹お誘いステイ》 のご案内★★ 

日   程  6月 5日(日)～7月 4日（月）  リーダー 関西支部長 吉村東洋男 

宿泊場所  東星駿業コンド（北新竹駅前）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） 

募集定員  先着 5室（10名） 

コンドの設備備品等  別紙ご参照下さい（メールに添付します） 

計画している行事（参加・不参加は自由です） 

☆次のような行事が考えられますが、具体的には参加者で相談して決めて下さい 

①日帰り又は一泊二日の希望者によるグループ旅行 

       *新竹及びその近郊、台北、故宮博物院、基隆、野柳、九份、苗栗 等々  

②ＴＡＲＰ会員との食事会 

③新竹市内又は近郊のハイキング 

④新竹市内又は近郊でのサイクリング 

⑤カラオケ指導会に参加（週１回、コンド１階で） 

⑥地域やお寺のお祭りへの参加（不定期） 

⑦楊素娓老師指導の健康体操に参加（コンド内で週１回） 

⑧太極拳・・・公園で毎日実施している地域住民の太極拳 G に入れてもらう 

⑨日台料理交歓会（コンド１階で） 

⑩ソーシャルダンス（地元のダンス同好会との交流） 

⑪エアロビクス教室に参加（コンド内で） 

⑫カラオケ（地元の「昼カラ）に行き地元の人達と楽しみ友達作りをする」 

⑬ゴルフ、テニス、卓球、ビリヤード 等々 

※基本的には銀髪族協会（ＴＡＲＰ）会員との交流が中心になります 

    その他ご希望があればＴＡＲＰの人脈を通じて極力出来るように取り計らいます 

※神原克收は都合で参加出来ませんが、吉村支部長がお世話役として参加します 

☆お申込みは神原克收< >までメールでお願いします  

 

旅行企画のお知らせ 
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金田期泰さん・山崎エレナさんによる勉強会 

今回の「アドリア海の旅」、「中央ヨーロッパの旅」と併せて説明会と勉強会を開催します 

旅の背景や見どころ等に加えて、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舞台背景をも合わせて旅行前に勉強いたします 

（勉強会参加も歓迎します） 

金田期泰さん・山崎エレナさんによる勉強会 

4月 8日（金）13：00～  

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 

８a階段を上る 8b エレベーターを上る 

地上、右手の植え込み広場、正面奥の茶色いビルディング ２階の会議室 

 

  

中欧の旅＜ウクライナからギリシャまで＞ 

  当お誘い旅行の基本コースであり、ウクライナから最終ギリシャまでの 32日間 

A コース 2016年９月１日発～10月１日（関空・成田着）32日間 

B コースは９月９日（日本発）９月 10日ベオグラード着 ホテルでＡコースと合流  ギリシャ迄の 23日間 

Ａコースは参加人数に達しましたので募集締め切り 

Ｂコースは募集中（８～10名）総員 35名前後予定 

Ａコース（全行程）  ウクライナからギリシャ迄   約 31日間   

① 行程 日本発→経由地 ウクライナ（キエフ）・・・・・３泊 

    （現地ツアーにて チェルノブイリ原発訪問） 

② ウクライナ→ モルドバ（キシナウ） ・・・・・・・・・ ２泊 

③ モルドバ → ルーマニア（ブカレスト寝台車 ・・・・・１泊 

④ ルーマニア・ブカレスト  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２泊 

⑤ ブカレスト→ベオグラード  （バス移動）・・・・・・・・・３泊 

Ｂコース  ここから合流（9月 10日）23日間  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

⑥ ベオグラード→コソボ（ブリシュティナ）  ・・・・・・・・・・２泊（セルビア自治国？） 

⑦ コソボ→ マケドニア（スコーピエ）・・・・・・・・・・・・・・・２泊 

⑧ スコーピエ→オフリド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３泊（保養地） 

⑨ オフリド→アルバニア（ティラナ）・・・・・・・・・・・・・・・・・２泊 

⑩ ティラナ→ベラット・ギロカストラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１泊 

⑪ ギロカストラ・サランダ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１泊~２泊 

⑫ サランダ→ ギリシャ（カランバカ・メテオラ・・・・・・・・・・・２泊（メテオラ修道院群） 

⑬ メテオラ→ＤＥＬＰＨＩ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１泊  

⑭ ＤＥＬＰＨＩ→アテネ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３泊 

⑮ 帰国準備 空港 経由→ 日本着 

連絡先   金田期泰    
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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  ：  〒099-2107 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 ） 

駐 車 場   ４台 可 

 

 

 

 関西・カラオケ同好会からのお知らせ 

幹事 前田多加士 

冬場のロングステイから帰られた方も多いと思います 

冬眠していたカラオケ同好会を下記要領にて実施します 

若かりし頃の流行歌を歌いましょう 

多くの方々のご参加お願いします 

午前の英会話同好会の方へ、午後からのカラオケへもご参加ください 

カラオケ終了後疲れた声帯を癒す会（タダの飲み会）も予定しています 

日  時    2016年 4月 20日 13：30～16：30 

場  所    ジャンボカラオケお初天神店（☎06-6311-5445） 

費  用    1000円（シニア会員カードご持参ください） 

            （ない方も免許証など証明できるもの提示ですぐ作成できます） 

２次会    ワタミ梅田店    希望者のみ 

参加申し込み  A  カラオケ+２次会参加 

                        B カラオケのみ 

                                      Aか B と地区名、名前を書いて４月 10日までに 

前田< >まで申し込みください 

 

 

 

 

同好会からのお知らせ 
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 4月 LSC関西「旅に役立つ PC勉強会」のご案内 

今回は、今必須のWeb メールである G メールを徹底勉強いたします 

今は「クラウドコンピュター」の時代です 

PC、スマホの連携も重要になってきています 

今代表的なメールソフト「G メール」に関心のある方の参加を歓迎します 

新しい会員の方も歓迎いたします 

自分の PC持ち込みを推奨いたします 

◆日 時: 平成 28年 4 月 13 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: G メールの極意「進化するメールソフト」  

       テキストのみのご希望も承ります(DVDは参加者にご相談ください) 

◆募集人員:23名(参加費:1,000円＋100円(DVD代) 

◆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(テーマは変更になる場合があります) 

5月 11日(水) Google ドライブのすべてその 1 

6月 29日(水) Google ドライブのすべてその 2 

西宮市 安樂秀典 

 

☎ 0798  

E ﾒｰﾙ : raku

 

LSC関西「男の料理同好会」第 27回開催のお知らせ 

講師    正木 伸治 

今回のテーマは、幹事の正木のレパートリーがなくなり、懇談会で皆様にレシピの提供をお願いしたところ 

山田由美子会員が快くレシピをお送り下さいましたので、それを採用させて頂き、季節に相応しい下記の料理を作ります 

正木も初めて作りますので、参加の皆さんと一緒に試行錯誤しながら作りましょう。奮ってのご参加をお待ち致しております 

開 催 日 ： 平成２８年４月２２日（金）９：30～17：00（早く終了することもあり。） 

場 所 ： クレオ大阪東クラフト調理室（JR環状線京橋駅より徒歩７分） 

参 加 費 ： 当日の会場費、材料費、その他必要経費を参加者で頭割り割り勘と致します 

（内容によって変わりますが、今までの実績から大凡 1500円～2000円になる予定です） 

定 員 ： 20名（最少開催人数 10名で、10名以下の場合は中止致します） 

申込み締切 ： ３月 31日（木）但し、申込み先着順で定員になり次第、締切と致します 

参加資格 ： LSC会員であること（男の料理同好会ですが、男女は問いません） 

料理内容   １． 焼きつみれ ２． 菜の花の黄身味噌和え  ３． 桜ご飯 

（予定）   ４． レンコンのすり揚げすまし汁    ５． パンナコッタ（デザート） 

＊上記の料理内容は、都合により変更する場合もあります。 

レシピの配布等： 開催１週間前にメールにて配布致します。当日プリントアウトして持参下さい。 

持参するもの、班構成、その他詳細事項も記載しておきます。 
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第 36回「お値打ちランチを食べる会」 

４月 22日（金）  11：15 

銀座寿司処 まる伊 

中央区 銀座 3-8-15  ☎ 03-3564-8601 

銀座３丁目 松屋裏（松屋の二本裏通り） 

ウニ、いくら入り 特選握り 16貫 ￥1,800 

づけあなちらし               ￥1,500 

(新鮮な漬けマグロと穴子が乗った名物丼 

     下にあるシャリは卵・イクラ・トビコ・えび等が入って何とも贅沢) 

                               ※お席の予約が出来ないお店です。早く行って並びます 

      メニューから選んでのオーダーとなりますが上の２つがお勧めです 

      お会計は各自払いです。（ランチはクレジットカードの使用不可） 

       会食後は近くにカフェが沢山ありますので、お時間のある方はそちらへ移動 

       幹事 田原 090- 、 高野 090- 、 澤井 090-

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

受付開始！！「東京歩く会」「お値打ちランチを食べる会」からビッグなお知らせ！！ 

5月の「ランチ会」は、３周年を記念して「東京歩く会」とのコラボ 

5月 11日（水） 

ホテル鐘山苑（富士吉田市） 

バス 新宿 出発 9:00（西口 工学院前）  帰着 18:30～19:00  

￥12,000 

「はとバス」貸切で 日帰り温泉とランチをお楽しみいただきます 

2万 5千坪の庭園散策・富士山を眺めながら入る天然温泉と美健の膳 

庭園茶室での抹茶サービス・甘酒茶屋 などなど 

ホテル滞在は 11時から 16時迄とゆっくりできます 

通常、個人で「はとバス」へ申し込むと￥14,500ですが、今回貸切企画で格安になりました！ 

皆様、５月 11日（水）を ぜひ予定に入れて、この企画にご参加ください。 

幹事 川本周二・荒木透・田原千鶴子・高野美智子・澤井泰子 

申し込み先 田原千鶴子  E‐mail 

携帯  090-

 

 

LSC関西 「麻雀同好会」 活動日 

 麻雀同好会 代表 山里 誠志郎 

「これから会」 4月 11日 参加者募集中 

     「例会」  4月 25日 月曜日 開催予定 

女性の参加も歓迎します 
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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 

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 

大阪リバーサイド ホテル 

ロングステイ財団   城 

関東支部 新会員オリエンテーション 4月 16日（土） 晴海トリトンスクエア・アーバンタワー 

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 桜の皇居見学 ４月４日（木） 皇居 

みなとみらいサロン会    

北関東サロン会  小江戸 川越 蔵の街散策 5月 9日（月）  

菜の花サロン会    

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 

4月 5日、19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」 

4月 18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 4月 18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 

4月 13日、27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  

4月 14日（木） 

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 4月 22日（金）11:15 銀座寿司処 まる伊 

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 

４月 15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 

初めての方でもゲームが楽しめます 

４月２日、16日（土） 

５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 安徽省を中心にした中国旅行 

アドレア海の旅 

4月 22日～5月 9日 

5月 13日～5月 30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   

関東麻雀同好会 初心者から上級者までの 

健康麻雀 

4月 14日（木） 12：30  前回の会場「蘭蘭」 

☎ 03-3541-4458 
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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 三宅 求 「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」 4月 28日(月) 

「これから会」 4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 5会議室 

9:30~12:00 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 ４月 13日（水） 

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~  ４月 12日(火) 第５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 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 

 

4月 7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     

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  

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   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 

第 9研修室 

ＡＭ ４月 28日（木） 

6月 16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 4月 1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    

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  

 6月 5日～7月 4日 

 

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） 

 


