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 4月 14日より、九州地方にて強い地震が続いております  

 被災された皆様には心からお見舞い申し上げます  

平成 28年度の運営方針 

                          新代表  佐藤 洋子  

「参加して良かった」と喜んでいただける有意義なロングステイクラブに皆さまとともに育てていきたいと思います。 

そのために今年度は、次のような方針で運営していきたいと考えています。 

１．ロングステイ・旅行の情報基地をまとめる 

   チェンマイ・台湾・ハワイ・ニュージーランド・キャメロンハイランド等、地域ごとにステイ体験をされて、生きた情報をお持ちの 

会員を地域ごとグループ化して情報の蓄積、発信を行なう。 また、LCC情報と活用の仕方、パソコンを使った格安ホテル 

・コンドミニアムの探し方や海外観劇チケットやクルーズの上手な予約など旅テク知識を持っておられる会員情報もグループ 

化して情報の蓄積、発信を行うとともに普及・向上の勉強会を開催します。そして得たい情報を得やすくします。 

2．会員同士の交流 

   国内外のロングステイやお誘い旅行だけでなく、各種同好会での活動を通じて会員同士の交流を深めて、親しい旅仲間 

   を作れるように、皆さまの得意分野を生かした趣味やスポーツの同好会を立ち上げる支援をします。 

また日頃、中央の活動に参加できない北海道や東北、沖縄、中国、四国、九州の会員の方々との交流を深めるための 

お誘い旅行や合宿等の企画、また、情報を共有する媒体としてのパソコン教室を実施し、充実させたいと思います。 

3．海外交流 

   去る 25周年記念全国大会には 42人の台湾「銀髪族協会」の方々が参加されて、台湾ロングステイがすばらしい実を 

結んでいます。このような海外との交流を主眼としたロングステイやお誘い旅行の取り組みを支援すると同時に、台湾からの 

ロングステイの受け入れ体制を確立して、歓迎し日台の交流を更に深めて行きましょう。すでに、第 1陣が来日しました。   

また、外国人も読めるよう LSC のホームページに英語版の導入を試行していきます。日本語ができなくても日本でのロング 

ステイに興味のある外国人とも交流できる英語版ホームページを新設するなど英語化を徐々に進めていきたいと思います。 

施行の体制整備に英語の堪能な方のご支援、ご活躍を期待します。 

4．会員増加に向けての施策と入会後のフォロー 

   近年、インターネットの普及によって、ホームページからの入会者が増えています。更にホームページの内容を充実させ閲覧 

数の向上を図ることで会員増に繋げる努力を継続していきます。 

会員の皆さまこそロングステイクラブの良さを PR していただく最良のスタッフです。ご友人、知人、旅行先で知り合いになった 

方々に、当クラブの楽しさを伝えながらパンフレット（チラシ）を手渡して PR に務めていただきたいと思います。 

新入会員の方が早くこの会に馴染み楽しんでいただける雰囲気作りも進めます。また、あまり参加されないで名簿上と会報 

だけの会員の方々にも積極的に参加をしていただくよう働きかけを行います。 

5．ロングステイクラブの運営は全員参加が基本 

   杉本前代表の全員参加の方針を継続してまいります。この会の世話役は全員無償のボランティアで構成されています。 

ロングステイや海外旅行、趣味や家事の合間の時間を少しずつ割いて会の運営に必要な業務にあたっています。 

会報の編集、会員システムの運用、資料の発送、ホットニュースの発行、イベントの企画実行、会計業務などを分担しながら 

運営しています。この会で楽しみながら、できる範囲で会の運営のために皆さまのお力をお貸しいただきたいと願っています。 

発  行：ロングステイクラブ 

発行日：2016年５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 

 

 

本部からのお知らせ 
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❤❤ 新 会 員 紹 介 ❤❤ 

                                 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。 

関東支部   

畑 順子さん   千葉県白井市  

角田トシさん   東京都江戸川区  

清 基城さん   静岡県富士宮市  

手川薫さん・裕子さん  神奈川県座間市  

窪田丈徹さん・貴美子さん 千葉県佐倉市 

丸山俊江さん・真一さん  東京都新宿区  

菅原 智さん・みほ子さん  岩手県盛岡市    

関西支部   

田中耕一さん・倶子さん  島根県松江市  

遠藤敏文さん   大阪府阪南市  

池田治正さん   兵庫県川西市  

川後修身さん・愛子さん  和歌山県和歌山市 

海外在住 

林 茂雄さん・謝 美蓉さん 台湾国台北市  

お知らせ  会員の方より、メールアドレスの登録及び変更連絡がありました。  

赤木摩子さん    

伊達康子さん  

奥野道治さん・玲子さん 

豊岡尚登さん  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

会員担当からのお知らせ  
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★★★ 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 

貸し切りバス（新宿発）を用意しました 

日頃、なかなかご一緒できない北海道、東北などのご遠方の方々が 

ご参加し易いように連泊にしました 

ご都合で遅れての参加、早く帰ることも可能です 

昨秋、錦繍の山々の美しさに思わず目を見張りましたが、 

この度は、新緑のあてま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 

8日、9日のいずれかの一日に関東支部例会を開催します 

コーラス、マジック、ウクレレ、フラダンス等日ごろの練習の発表会も予定 

料金：1泊 2食で 9,978円、 9日 宴会場の食事＋540円、 ３泊 4日 計 約 40,000円 

会費：一人 1,500（宴会場使用料・スクリーンなどの備品借用代など） 

バス代：往復 2,700円 

 

 

 第２回チェンマイ同好会開催 

昨年末より今春、全国より約 65名の会員がチェンマイに滞在されました 

90％以上がリピーターで、避寒･物価安・親日的・生活し易い・花粉症対策等で 

「チェンマイロングステイ」を実践され、東西交流を深め共に楽しみました 

今回来年のチェンマイステイに向けての現地情報の交換と、初めて海外でロングステイを 

お考えの方々へ 「予備知識のご紹介」、「ガイド」を計画しています 

当日の会場手配･配布書類の準備等で、事前にお申込みを頂いた方を対象に 

開催させて頂きたいと思います 

お手数ですが下記の担当者迄、メール・お電話等でのご連絡をお待ち致しております 

      *開催日時  ６月４日（土）13：00～17：00 

      *会  場   「三田いきいきプラザ」    港区芝 4-1-17、 ☎03-3452-9421  

                      JR田町駅西口より徒歩 10分、地下鉄三田線・浅草線「三田駅」下車、 A9出口 

      *開催内容 ①体験者の報告    堀内法子会員 

                 ②チェンマイ滞在全般について 

                   ・現地コンドミニアム事情 ・格安フライト情報 ・1～3月の気温と天候 

                   ・食事と日常の買い物 ・SIM携帯と両替 ・病院、薬局 ・交通事情など 

                 ③滞在費比較 

                 ④その他 

      *参加費  １人 200円（会場費・通信・印刷費他） 

      *申し込み ５月 15日  幹事までメール或いは電話にて 

お申込をされる折に、特にお知りなりたい事柄を一緒にご連絡下さい 

      *終了後、情報交換を兼ねて親睦会を予定しています（希望者） 

    幹事  北川忠澄 

才野勝裕 

 

関東支部からのお知らせ 
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     5月の「東京サロン会」は、３周年記念の「ランチ会」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 9:45（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 

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  

 

  徳川家康、ゆかりの地      

  小江戸 川越 散策のお誘い 

      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） 

北関東世話役 野田  

                                      栗原  

                                 三浦  

 

 

    

 

「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 

 

北関東サロン会 

 

東京サロン会 

 



5 

 

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（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     

 

【 アートカード・折り紙同好会 】 

毎月第二火曜日に、大阪駅前第二ビル５階の「生涯学習センター」で行っています 

カッテイング・アートと折り紙の技術を習得し、海外 LS の際に有効活用することを目指します 

言葉の要らないコミュニケーションツールとして、アートカードや折り紙は最適です 

台湾でのロングステイでは、折り紙が大変な人気だったそうです 

さらに、手先を動かすことは脳の活性化にも繋がりますし、 

作品はお友達へのグリーティングカードやお孫さんへのプレゼントにも喜ばれます 

〒581-0015 大阪府八尾市  

                            本 村 忠 司 

                    ☎ 072 （兼 FAX） 

               E-MAIL：  
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 ❤１万人の第九を歌う会❤ 

                      １万人の第九を歌う会  幹事   本村 忠司  

大阪城ホール落成記念行事として、1983年に産声をあげて 

今年で 34回目を迎える『サントリー一万人の第九』です 

参加者は、北海道～九州まで、全国から参加されています 

これは毎日放送主催のイベントに参加するもので、 

参加するには、まず抽選に当選しなければなりません 

今年の募集は ５月 20 日（金）から６月 20日（月）です 

１万人の募集に対して、例年 1万 4千人ほどの応募があり、 

合否の抽選結果が 7月下旬になります 

8月から～11月下旬まで、12回のレッスン（経験者は 6回）があります 

各教室で、歌唱指導の先生が丁寧に教えてくれますので、初心者でも心配はいりません 

合唱の経験がなくても大丈夫、ドイツ語なんて知らなくてもかまいません 

厳しいレッスンですが、本番の大阪城ホールでの『第九』は、心の底から感動の波と嵐が身体を包み込みます 

こんな【感動体験】は、滅多に出来るものでは有りません 

世界最大規模のコンサートに参加して「交響曲第九」を合唱・・・１万人で感動を共有する事が出来ます 

是非、今年は沢山の会員の皆さんがチャレンジして下さい 

今年の本番は、12月４日（日）です 

応募と詳細は下記ＵＲＬから 

http://www.mbs.jp/daiku/ 

 

 

第二回中部ハイキング同好会開催 

盛岡勝治 

クラブツーリズム限定企画 

御嶽山麓・倉越高原「特別解放」ルートを歩く、ロープウエーも乗ります 

ウオーキング：ほぼ平坦な道、スニーカー可、歩行 4.5km（約 2時間半） 

みたけグルメハイキング弁当付き 

日  時： 5月 30日（月） 雨天実行 

名駅 7：30出発、19：30位に帰着予定 

費  用： ￥8,980 

募  集： 10名（仮申し込みしてあります） 

         申し込みが多数の場合、追加できるか問い合わせます 

申し込み： 5/15日までにご連絡ください 

参加希望者数を確定したいので早めにお申し込みください 

注）払い込み、キャンセル期限が 5/19 です 

申し込みには年齢もご記入ください（保険の申し込みに必要です） 

倉越高原では、御嶽山、北・中央アルプス、乗鞍岳等を一望できる 360°パノラマが楽しめます 
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播磨富士 播磨アルプスとも呼ばれる 

高御位山(たかみくらやま）ハイキングのお誘い 

                      ハイキング同好会幹事   大世古 健治・高木 宏斉 

                        今回世話役  高橋 青田 佐々 高谷 山﨑 

風薫る５月、播磨のLSC会員が播磨富士「高御位山」へのハイキングへお誘いします 

日   時  ５月９日（月） 雨天の場合は秋の９月末から10月に延期 

集   合  JR加古川駅南出口改札出たところ ９:45 

行 き 先  高砂市と加古川市にまたがる高御位山 

      大阪方面からは 

大阪駅８:38発 新快速姫路行き ９:29加古川着（大阪 加古川間 運賃片道1,320円） 

      ８:38発 新快速姫路行き ９:41加古川着（必ず新快速に乗ってください、それ以外は時間がかかります） 

       反 省 会   加古川駅前 サンライズビル  「わふく家」 会費 3,000円（ビールor飲み物１本付き） 

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 

岩山からなり樹木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 赤穂岬まで一望できる、見晴らし抜群の眺めの山です  

ハイキングの程度     初心者から中級者の間くらい 

    （芦屋のロックガーデンと同程度 岩山なのでトレッキングシューズが必須） 

持ち物   弁当 お茶（多めに） 敷物 汗ふき 簡単な雨具 帽子 名札 

参加される方は下記のAかB と参加者数を記入の上５月１日までに返信してください 

                       A ハイキングのみ参加 

                       B ハイキングと反省会に参加 

             緊急連絡 及びお問合せ 電話番号 

          山﨑  撃   

          高橋 琢也     

 

第 38回 「お値打ちランチを食べる会」 

田原 千鶴子 

昨年「屋形船」のディナーが大変好評でした 

今年は趣向を変えて 

ホテル 椿山荘の 「蛍の夕べ」にご案内します 

6月 2日 （木）  18：30 

さながら森のような庭園内に佇む優雅で気品あふれる ”ホテル椿山荘” 

庭園を舞う幻想的な蛍の光とともに、季節感あふれるお料理と初夏の庭園美をご堪能ください 

きっとこの夏のご旅行の話も弾むことでしょう！！ 

詳しい内容は近日中に関東 ALL にてお知らせいたします。 

              幹事   田原   

                         

                   高野   

                   澤井    
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5月 LSC関西「旅に役立つ PC勉強会」のご案内 

今回は、代表的なオンラインストレージサービスである「Google ドライブ」を取り上げます 

これからは PC、スマホの連携も重要になってきています 

このテーマは、内容が豊富ですので 2回に分けて行います 

新しい会員の方も歓迎いたします 

自分の PC持ち込みをお願いいたします 

◆日 時: 平成 28年5 月11 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: Google ドライブのすべてその 1 

             テキスト(16P)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 

※4月の PC勉強会は、5名の方がキャンセルされました 

申し込みの際はご自分のスケジュールを良く確認してから申し込みください 😣 

 ※今後の予定 (テーマは変更になる場合があります)      西宮市 安樂秀典 

6月 29日(水) Google ドライブのすべてその 2     西宮市              

7月 20日(水) Google マイマップを作ろう       ☎        

E ﾒｰﾙ:   

 

 

LSC関西「スキューバー・ダイビング同好会」からのお誘い 

幹事  杉本  勇 

毎年行っている沖縄慶良間諸島ダイビングツアーを行います 

世界でも有数のダイビングポイントで一緒に楽しみませんか 

参加の方は自己責任で現地ホテル集合・解散、全て各自での手配での参加をお願い致します 

 ・実施日  2016年 6月 19日日曜日～24日金曜日  5泊 6日 

19日は各地から沖縄那覇空港→ホテルへの移動日で、24日は逆の帰りの移動日です 

   ・航空券は各自で手配してください。 

   ・現地ホテル集合、解散。 ホテル名 ホテルサンコーラル http://www.seafox.info/index.shtml 

ホテルサンコーラルが予約できない場合は、ホテルに聞いてできるだけ近くのホテルを予約してください 

遠い場所を予約すると毎日のピックアップができない可能性があります 

   ・ダイビングショップも各自で予約してください。 

予約時には「正木伸治グループと同じグループにしてください」と申し出てください。 

ダイビングショップ名 Sea Fax（シーフォックス） http://www.seafox.info/index.shtml 

毎日那覇港と慶良間諸島を高速艇で往復します。（片道 45分ぐらい） 

船に弱い人は各自にあった船酔い薬をご持参ください 

    不明点、質問、その他は杉本勇までお問い合わせください。 

メールアドレス     

携帯電話番号    
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関東・「麻雀同好会」開催のお知らせ 

幹事   正野 明子 

 先月の例会の参加者は 15名で、皆さん楽しく、和気あいあいと戦いました 

日  時： 5月 5日（木）  12:30～16:30  

場  所： 「蘭蘭」  

会  費：1000円      

参加される方は 5/3 までに、卓、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。                                         

幹事  正野 明子    

 

 

関西・「麻雀同好会・5月例会」のご案内 

初めての参加者、女性の方も大歓迎 

「これから会」   世話役 山里誠志郎 

日時： 5月 9日 （月） 

募集人員：3卓 12名 

締切日 5月 2日 （月） 

「麻雀 5月例会」  幹事  太田 紘一 

日時： 5月 23日（月） 10：00～17：00  9：50  集合完了 

       場所： 梅田「菜の花」 （http://www.mj-nanohana.com/） 

                              ミスターりんビル６Ｆ  ☎ 06-6311-1670 

       費用： 場代：1,050円 会費 200円 

                           会後、”たよし”で小飲み会（1,500円前後、参加自由）を行います 

                    初心者はＡ組、その他：Ｂ組 を明記、5月 16日（月）までに返信でお申し込み下さい 

 

                                   

第３回 中部・「麻雀同好会」 

世話役 幸村喜三郎 

皆様奮ってご参加下さいますようご案内致します 

日 時     ６月９日（木）又は 16日（木）  10：00～17：00 

場 所     麻雀 琥珀         Tel：052-561-3911名古屋駅から徒歩３分 

              名古屋市中村区名駅 4－10－22 琥珀ビル３Ｆ 

費 用     場代：1050円  会費：1000円 

反省会     「しんちゃん」名駅中央店  Tel:052-582-1508 

              名古屋市中村区名駅 4－15－22 六連鯛ビル２Ｆ 

              17：30 から２Ｈ飲み放題付き 2160円／人 

申込み     ５月 15日までに返信にてお申込み下さい。 

              開催日は参加者の多い日に決定します。 

              参加可能日には〇、参加不可能日には✖印を付けて下さい。 

              （例） ９日〇、 １６日✖、 反省会〇又は✖ 

尚、ご不明の点があれば、本メール宛ご連絡願います。 
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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    

ロングステイ財団   城 

関東支部 第２回チェンマイ同好会 

あてま高原関東支部例会 

6月 4日（土）13：00～ 

6月 8日～11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 鐘山宛  5月 11日（水）  ９:45 新宿大型バス発着所 

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 

清龍酒造 蔵元見学会 

5月 9日（月） 

6月 5日（日） 

JR川越駅 10:00A.M. 

菜の花サロン会    

LSC ゴルフ同好会 親睦コンペ 6月 10日（金） ベルナティオ・ゴルフクラブ 

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 

５月 17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」 

５月２日、30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 ５月２日、30日（月） 

14：00～16：30  

いきいきプラザ・神明 4 室 

卓球同好会 卓球の技術向上と健康維持 

そして親睦 

５月 25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  

５月 12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 ５月 11日（金） 9：45 鐘山宛 

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 

５月 20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 

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 27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 

「吸わない・飲まない・掛けない」 

５月５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 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」５月 23日(月) 

「これから会」 ５月９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 ５月４・11・18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 ５月 11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~  ５月 10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 ５月 30 日（月）第 5 会議室 

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 

 

 

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 6月 8日（水） 

魚釣り同好会 前田多加士    

ハイキング同好会 高木 宏斉 高御位山 JR加古川駅南出口  ５月９日（月）９:45 

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 千刈カンツリー倶楽部 ８：10 集合 ６月６日（月） 

関西懇談会・懇親会 若林紘一郎    

関西運営会議 吉村東洋男 第５会議室 

第 9研修室 

ＡＭ 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  

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） 

 


