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          震えるような寒い中にも わずかながら日足が伸びて 季節が春へと移ろい行くのが感じられます 

           ささやかなことかもしれませんが ふとしたことに小さい春を見つけられるうれしいときですね  

 

第 72回 LSC関西懇談会・懇親会を開催 

大阪・和歌山ブロック ・ 担当幹事 山田耕作 

寒波のロング・ステイで寒い日が続きますが、会員の皆様にはお元気でご活躍されておられることでしょう 

下記の予定で第 72回 LSC関西懇談会・懇親会を開催いたします 

詳細に付きましては、2月初旬に後日連絡させていただきますが、 

ご参加に向けて調整頂けますよう、事前にお知らせいたします 

 

    開催日時：平成 29年 4月 6日（木） 13：00～19：15 

    開催場所：大阪リバーサイドホテル  大阪市都島区中野町 5－12－30 

 

   第 1部懇談会式次第 

     13：00  吉村支部長挨拶 

          新入会員及び体験参加者の紹介 

     13：30  大阪市出前講座「火事を知り、火災から身を守る」   大阪市消防局予防部 

     14：30  休憩 

     14：45  「最新のキューバ事情について」  エスペランス・ジャパン代表者 藤原映精 

                               ジャンコーポレーション代表者 牧野勇三 

     15：45  「モンゴルの魅力について」                 もり・けん 

     16：45  旅行企画Ｇからの報告 

         次回担当幹事の紹介 

     17：00  閉会 

   第 2部懇親会 

     17：15  懇親会開会 

          乾杯 

     17：20  歓談 

     18：45  ケイオンズの演奏 

          全員合唱 

     19：15  中締め・閉会 

 

 

発   行：ロングステイクラブ 

発 行 日：2017年２月１日 

発 行 人：佐藤 洋子 

編集・校正：佐藤 洋子・ 才野 勝裕       

発信・発送：佐藤 洋子・ 澤井 恭子 
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代表  佐藤 洋子 

平成 29年度の年会費を納入していただく時期が参りました。 

会報発行をはじめ、ホームページの充実など、クラブ活動を活性化させるために、会費は欠かせないものです。 

会員の皆様には、どうぞ来年度も継続してご納入いただきますようお願い申し上げます。 

★ 年会費     5,000円 

★ 加入者名義  ロングステイクラブ 

★ 振込先     ゆうちょ銀行 

★ 口座番号    ００１３０－８  番号 ６０１７３５ 

★ 納付期日    平成 29年 3月 31日   

≪お願い≫ お振込みいただくに当たりまして下記ご注意ください   

１、二重払いにご注意ください     

           振込したかお忘れの方は、会員担当 井口までお問い合わせください 

２、正会員名にて振込願います 

３、3月中旬に会費未納者を出させていただきますのでご確認ください 

海外ロングステイ、旅行等で 3月末までに振り込むことができない方は 5月末までにお願いします 

6月 1日付で自動退会となりますのでご注意ください 

４、お名前を判読しやすいように楷書でお書きください   

                     ご質問がありましたら、下記世話役までご連絡ください 

会計世話役  北川 忠澄 

会員世話役  井口由香子 

 

 

場所：渋谷 リフレッシュ氷川  1階 ホール 

日時：2017年 4月16日（日）11：00～12：00 

                  
場所: 渋谷 リフレッシュ 氷川   1階 ホール 

日時：2017年 4月16日（日）13：00～16：30 

混声コーラス、フラダンス、ウクレレ、マジック同好会他、日頃の成果の発表の場としてください 

皆さまの出品、出演、見学のご参加をお待ちしています！ 

年に１度のお祭りをご一緒に楽しみましょう 

ぜひ、ご予定に入れて覚えておいてください！ 
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《会員担当からのお知らせ》 

  会員担当  井口 由香子  

❤❤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 

1月の新入会員 

お名前          お住まい         メールアドレス                     趣味 

作山   仁さん      京都府京都市 建築見物・焼物鑑賞 

坂本 和子さん     兵庫県高砂市 旅行 

喜多 節子さん     兵庫県高砂市 登山(ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ・ﾊｲｷﾝｸﾞ) 

喜村悦子・修身さん  大阪府八尾市 旅行・料理 

菅洋一・朋子さん  千葉県南房総市 ゴルフ・旅行 

熊順子・文三さん   兵庫県西宮市 登山・英語・編み物 

藤津 順子さん     大阪府大東市 テニス・旅行 

千明己代子さん   神奈川県横浜市   旅行・編み物・ダンス系 

 

メールｱﾄﾞﾚｽの変更 

お名前       新メールアドレス 

渡邊美重子さん  

三宅 求さん  

盛岡 勝治さん  

              

※電話番号・住所の変更は会員名簿の変更のみとさせていただきます 

 住所・電話番号・メールアドレスのご変更の際には、下記までご連絡ください 

 

会員担当世話役、井口由香子 

 

 

 

 

 

 

 

会員担当からのお知らせ  
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２月の東京歩く会 「迎賓館赤坂離宮」 

日 時： ２月 26日（日）13：30分   

集合場所： 中央線、総武線 JR四ツ谷駅 赤坂口改札を出た所 

参観覧料： 1、000円  

参 観 者： 計 19名 メールが届いた順番で締め切り 

所要時間： 本館及び主庭、前庭 概ね１時間  （その後は近くを散策します） 

迎賓館は、かつて紀州徳川家の江戸中屋敷があった広大な敷地の一部に、明治 42年に東宮御所として 

建設されたもので、当時日本の一流建築家や美術工芸家が総力を挙げて建設した日本における唯一の 

ネオ・バロック様式の西洋風宮殿建築です 

昭和 49年の開館以来、世界各国の国王、大統領、首相などの国賓、公賓がこの迎賓館に宿泊し、政財界 

要人との会談やレセプション、天皇皇后両陛下によるご訪問など華々しい外交活動の舞台となっております 

迎賓館赤坂離宮へのアクセス  ・ＪＲ中央線・総武線「四ッ谷」駅下車、赤坂口より徒歩約７分 

          ・東京メトロ丸ノ内線「四ッ谷」駅下車、１番出口より徒歩約７分 

           ・東京メトロ南北線「四ッ谷」駅下車、２番出口より徒歩約７分 

                                http://www8.cao.go.jp/geihinkan/akasaka/map.htm 

         川本周二 

                         荒木 透 

 

 

【横須賀】東京湾唯一の無人島「猿島」探検＆軍港巡りクルーズツアー 
見どころ①！猿島 

東京湾に浮かぶ無人島があるのをご存知ですか？ 

江戸時代から太平洋戦争終戦まで、軍の要塞として使われたという歴史ある島 

通常は人が入ることが出来ない「兵舎」など、専門ガイドと猿島の歴史を探ります！ 

見どころ②！！軍港巡りクルーズ 

アメリカ海軍施設（横須賀本港）と海上自衛隊の司令部（長浦港）が置かれた港として知られる横須賀港 

今回は、日本で唯一 日米の戦艦を見られるクルーズにて横須賀港を巡ります！ 

日時：2月 18日(土) 8：45 横須賀中央駅東口 

行程：ほとんど徒歩(歩行時間が 2時間 30分以上)で移動 

      横須賀中央駅東口集合→(徒歩)→三笠桟橋～猿島探検ツアー(船で約 90分、専門ガイド同伴)～三笠桟橋 

                08:45      09:10   09:30       09:40～11：45                     11:55 

       →(徒歩)→横須賀ポートマーケット→(徒歩)→横須賀カレー本舗(昼食、1Fはよこすか土産売店)＝(電車)          

12:10    12：40        13：00  14：00        

       ＝汐入駅→(徒歩)→軍港巡り発着所～(YOKOSUKA軍港巡りクルーズ、約 45分)～軍港巡り発着所 

   14：45              15:00～15:45                16：00頃 下船後、現地解散  

        持ち物：防寒具及び生年月日が判る書類を持参下さい 

費用：3,700円 

参加申込締切：2月１０日(金) 

参加申込先： みなとみらい会世話役 飛鳥間 正郎(あすま まさお) ☎,FAX 

E-mail: 

東京サロン会 

みなとみらい会 
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エレナさんと巡るマルタ・シシリーとアドリア海の旅 

神原 克収 

概要は決まりましたが、細部は目下、調整中 

近日中に正式なご案内を差し上げますが、ご関心のある方はご予定下さい 

日   程： ６月 8日（木）～27日（火）  

行   先： マルタ島～シシリー島～ドブロクニク（クロアチア）～モンテネグロ 

料   金： €2,500～2,600程度（航空券は別途） 

募集人員： 30名 

お世話役： 神原 克收・ 後藤  繁 

 

 

                  船内見学会のお知らせ 

八田 忠 

日  時：2017年２月 12日（日） 

場  所：大阪 天保山（観覧車のある所） 10：00～13：00（予定） 

内  容：ホーランドアメリカライン（船会社）”アムステルダム号” 62735 トン 

         船内見学会 

参加費用：無 料 

参加希望者は  お名前・パスポート番号・生年月日・携帯番号を 

世話役 八田まで下記メールにてお知らせ下さい 

       「招待状を後日船会社よりメールにて送付」 

参  考：八田メールアドレス

                     八田携帯番号  

 

 

幹事 相田 達雄 

楽しく打ち合いのできる中級くらいの方募集！！ 

2017年テニス例会日程 

基本は 4月～11月の第２木曜日 9:00～13:00 ２面 

市川 福栄オムニテニスコート（ただし 8月お休み） 

             4/13、 5/11、 6/8、 7/13、 9/21（第 3木曜日）、 10/12、 11/9（最終） 

本年もコートのお手配と例会運営で大変なご面倒をおかけします担当の方々 

なにとぞよろしくお願いします 

今年も元気で福栄テニスコートで再会しましょう 

幹事 相田 達雄 

旅行企画 
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 ♦ ♦ 卓球同好会からのお知らせ

初めて参加される方、初経験の方、大いに歓迎！！ 

卓球の練習日は、基本的には、その月の第２・第４水曜日 

但し、会場に大会やイベントなどが入っている場合は 変更（卓球は火曜日と水曜日）し、 

或いは中止しますが、前月の 25日以降に確認して、連絡します 

日時：2月 1日（水）15日（水） 14：00～2Fのロビー集合 

場所：墨田区総合体育館 3Fアリーナ 

（総武線・錦糸町駅より徒歩 3分、錦糸公園内） 

施設使用料：２時間 500円 

2F エントランスの自動販売機で「アリーナ」のボタンで購入 

時間オーバーした場合は退出の時に自動精算機で精算して下さい 

ジャグジー付の立派な大浴場が完備されていますので着替えを忘れずに 

卓球室に入るには上履き（スニカーのようなもの）が必要 

服装は特に決まりが有りませんが、軽装でお越し下さい 

ロッカー完備 

貸ラケットは 2F の受付けで（300円） 

お問い合わせ：川本周二 

携帯 自宅    

山之内昌子 ☎ 

 

 

 

雪が降りそうに寒い日があったかと思うと３月の陽気みたいな日もたまにあり、 

安定してない今日この頃のお天気ですネ！ 

皆様、寒さにまけずに麻雀で楽しく脳活しませんか？ 

皆さまのご参加をお待ちしております 

第１回目  日時：２月 １１日(祝日) 13：00～17：00 

第２回目  日時：２月１９日(日)13：00～17：00 

場所： 銀座・雀(すずめ)荘 

                                        ☎ 03‐3535‐5501 

中央区銀座４－８－11 善隣ビル ５F 

会費： ￥1000   (初参加の方のみ￥1100) 

※参加希望の方は第１回目は２月 ６日までに  

第２回目は２月 14日までに 

下記幹事宛にメール又はお電話下さい。 

☆初参加で場所が不安な方には幹事が 優しく(笑)ご案内致します 

幹事：大島    緑 

高野美智子  
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いつも行列・夜はちょっと高めですが、お昼はリーズナブル！ 

静かに jazz が 流れます 

食後は築地の新しいシンボル「築地魚河岸」へご案内 

仲卸の商業施設ですが、一般の人も 9:00～14:00迄入れます 

市場から直接卸された新鮮なお魚を買うことが出来ます 

2月 23日（木）11:00 集合 

築地 鴨料理  「鴨亭」   

￥1,080 名物  鴨せいろ蕎麦 （だし巻き卵・サラダ・ご飯・チーズ） 

                     鴨肉は鉄分やさまざまなビタミン類・不飽和脂肪酸などを含む 

栄養豊かなバランス食です 

 白ゴマのかかったご飯に小ネギと粉チーズと鴨せいろの汁をかけて 

リゾット風も楽しみましょう！ 

 

 

   

世話役  中村チヨ子 

関西支部 童話創作同好会は、立ち上げてから４年が経ちました 

４年間の集大成として、作品集「ひより」を発刊！ 

日時： ２月２７日（月）AM９：30～  

３月２７日（月）AM９：30～  

場所： 大阪駅前第２ビル ５階大阪市生涯学習センター  

第一会議室 

     毎月一回、定例のお勉強会はメンバーの皆さんにとって待ちかねた楽しいひとときです 

   童話やエッセイを書くことは「脳トレ！」にもなっています 

   「書いてみたいなぁ！」と思っておられるみなさん！ 参加してみませんか！！ 

   童話創作同好会の仲間が一人でも増えることを願っています 

   男女は問いません！！！ 

   お気軽に見学を兼ねて遊びにきてください！ 

   原稿は、手書きでも OK です！！ 

                   ３年後(？)ぐらいに、第２号冊子の発行を夢見て 今年は羽ばたきたいと思っております 

   講師：童話作家の上坂和美先生 

     先生のたいへん熱心で、わかりやすい ご指導によって冊子第１号を発刊 

      多数の作品等は、LONG STAY CLUB 会報に童話掲載シリーズにご紹介 

2017年１月 26日 『 IPS細胞発見！ 山中伸弥物語』(PHP研究所) を発刊 

                  見学希望、第一号冊子「ひより」等、詳細のお問合せは下記まで ご連絡ください       

                                         中村チヨ子
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初春 3月「大文字山ハイキング」へお誘い 
日  時：3月 22日（水） 【雨天の場合予備日 3月 30日（木）】 

       9：30集合・出発～大文字山手前で食事～大文字山・火床～下山 

          14：30頃 銀閣寺門前 

行  先：大文字山    京都トレイルの一部、東山尾根を歩く（400m強の標高差） 

道や標識が整備され、比較的安全なコース 

集  合：京都市営地下鉄 「蹴上駅」 出口 1番(蹴上インクライン側） 9：30集合 

持ち物： 弁当（軽めの食）、飲み水、敷物、帽子、ストック（お持ちの方）、タオル、名札 

反省会：四条河原町「ビアレストラン ミュンヘン」   15：30前後から 

会  費：  ① 2,500円（生ビール、つまみ） 

        ② 2,000円（ジュース、お茶、つまみ） 

   3月 22日（水）参加を希望される方は下記①か②と参加者数を 

       併せて予備日 【3月 30日（木）】の上記同様内容につきご返答ください 

平田 和彦 

   ☎      

携帯電話 

 

 

 

女性ゴルファーを歓迎します！！ 

日 時： 4月 13日（木） 

集   合： ８：30ＡＭ  

ス タ ー ト： ９：04ＡＭ                        

募集人員： 6組 24人予約 

開催コース： 光丘カントリー倶楽部 

〒584-0091   大阪府富田林市大字新堂 2258-1     

☎ 0721-24-0844  

https://www.kokyu-cc.jp/ 

アク セ ス 
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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 本部総会 4月 16日(日)11:00 渋谷 リフレッシュ氷川 

関東支部 文化祭 4月 16日(日)13:00 渋谷 リフレッシュ氷川 

関西支部 支部運営委員会 4月 6日（木）AM 第 2会議室 

東京サロン会 東京歩く会 ２月 26日（日）13:30 迎賓館・赤坂離宮見学 四ツ谷駅 赤坂口 

みなとみらいサロン会 横須賀 猿島探検＆

軍艦クルーズ 

2月 18日（土）8：35 横須賀中央駅東口 8：45集合 

北関東サロン会     

菜の花サロン会    

マジック同好会 勉強会（新ネタ紹介

と復習） 

 

2月 28日（火） 

 

スパリゾート・ハワイアンズ 1泊 2日の旅 

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 17日、21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  渋谷 リフレッシュ氷川  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」 

14:00～16:30 

 

2月 28日（火） 

三田いきいきプラザ 

 

スパリゾート・ハワイアンズ 1泊 2日の旅  

ウクレレ同好会 ウクレレの技術向上と

親睦 

14:00～16:30 

2月 28日（火） 

三田いきいきプラザ 

スパリゾート・ハワイアンズ  1泊 2日の旅  

卓球同好会 卓球の技術向上と健

康維持そして親睦 

毎月第 2、第 4水曜日 

２月１日 15日（水） 

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

志による昼食親睦会 

毎月第 2木曜日  

４月 13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 ２月 23日（木）11:00 築地 鴨亭 

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 

２月 17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 

２月４日、18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 Singing in the rain 4月 13日（木） 東急シアター・オーヴ 

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２月 20 日

10:00～15:00 

東宝ダンスホール  

関東麻雀同好会 

健康麻雀 

初心者から上級者までの ２月 11、19日 

13:00～17:00 

[雀荘]   ☎ 03-3535-5501 

「吸わない・飲まない・賭けない」の健康麻雀 

着付け教室 １人で着物が着られるように 2月 2日（木） 新橋・生涯学習センター ばる～ん 
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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」２月 13日(月) 

「定例会」 ２月 27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 2 月 1 日、8 日、15 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 ３月 29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~  ３月 14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 ２月 27日（月） 

ダンス同好会 赤野 文子 新大阪ココプラザ 9:30~12:00  

フラダンスの会 赤野 文子 新大阪ココプラザ 

外部講師によるレッスン 

13:00~15:00                  

軽音楽同好会 滝本 秀隆    

カラオケ同好会 正木 伸治    

魚釣り同好会 前田多加士    

 

ハイキング同好会 高木 宏斉    

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    

関西懇談会・懇親会 山田 耕作 大阪リバーサイドホテル 13:00～ 4月 6日 

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   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 4月 4日（火） 

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 

 

 

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 

  

2月 6日~3月 9日 

エレナさんと行くアドリア海の旅 神原 克収 マルタ島～シシリー島～ ドブロクニク～モンテネグロ ６月 8日（木）～27日（火） 

クルーズ同好会  八田  忠 掘り出し物クルーズ 客船「飛鳥Ⅱ」 ５月 28日（日）乗船 

散策とお食事の会 浅原みどり 灘の酒蔵めぐり JR住吉駅 10:00 ２月 16日（木） 

 


