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◆冬号の抽選締切は、
はがきと FAX は 11 月 28 日（日）到着分、
ホームページからは 11 月 28 日（日）発信分です。
抽選日にいったん集計して、定員をオーバーしたイベントについては 12 月 2 日
（木）に抽選を行い参加者を決定します。結果は「申込受付結果票」で 12 月 3 日（金）
に発送します。

◆「申込受付結果票」の注意事項欄を必ずご覧ください。
イベントの開催日時や集合場所など変更されることがあり、変更情報は「申込受
付結果票」の注意事項欄に記載しております。

◆抽選後も定員に空きのあるイベントのお申し込みは、随時受け
付けています。
空き状況は JASS ホームページ「イベント申込状況」または事務局へ電話でご確
認ください。お申し込みは巻末のはがき、FAX で、またはホームページからお願
いします。

【キャンセル受付の締め切り時刻が変更されました。詳細は88
ページをご参照ください】
※電話での申し込みは受け付けておりません。
※参加費は原則として事前振込です。若干、当日集金のイベントもあり
ます。
参加費の内訳は、集合から解散までにかかる費用ですが、一部当日の
自己負担もあります。詳しくは各イベント案内をご覧ください。
※サークルの継続は申込不要です。１か月前に継続の案内を送付します
ので参加費をお振り込みください。
※ JASS のホームページを是非ご活用ください（JASS で検索してください）
。

http://second-life.or.jp/
トップ画面のイメージは 87 ページをご確認ください。
①ホームページからイベントの申し込みができます。
②参加可能イベント（空き状況）を確認できます。
③豊富な写真でイベント活動やサークル活動を紹介しています。
④その他 JASS に関する種々の情報を開示しています。
JASS のイベント・サークル活動は同好者の任意の集いです。活動中の不測の
事故については責任を負いかねますのでご承知おき願います。
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ＪＡＳＳイベントの参加方法と会員加入方法
ご参加方法は、下記のとおりです。ご夫妻それぞれご利用できます。
ＪＡＳＳネットで
イベントを探して申込

受付通知と
お振込用紙を送付

インターネット、
ＦＡＸ、はがきで
ださい
お申し込みください

抽選日以降は
１週間〜10日で
郵送されます

郵便局にて
お支払い

当日
集合場所へ

特別な理由がない
限り事務局より連
絡はありません

欠席や遅刻は
は
早めに連絡して
して
ください

JASS ネット各号に抽選日を設けております。一旦、お申し込みを締め切り、人気のあるイベントは
抽選をいたします。以降は、先着順にお申し込みを承っております。ぜひご利用ください。

下記会員企業にご所属の方

すぐにイベントやサークルにお申し込みいただけます。

イベントやサークルの詳細が掲載された季刊誌「JASS ネット」の入手方法は、企業様により異なりま
す。お問い合わせください。

会 員 企 業 一 覧

（敬称略）

旭化成

こくみん共済

セントラル硝子

日立化成

アステラス製薬

小林製薬

ソーシャルサービス

日立建機

あずさ監査法人

参天製薬

第一三共

ファミリーネットジャパン

ＡＩＧ保険

ＪＳＲ

ダイヘン

富士通

エーザイ

塩野義製薬

宝ホールディングス

富士フイルム

江崎グリコ

シャープ

東京ガス

HOYA

ＮＴＴ

JALUX

東京経営者協会

三井住友海上保険

大阪ガス

商工中金

東京電力

三井住友銀行

外国運輸金融

ｼﾙﾊﾞｰｻｰﾋﾞｽ振興会

東レ

三井住友信託銀行

KYB

日本製鉄

トヨタ自動車

三菱商事

関西ペイント

住友商事

日本触媒

三菱電機

コープこうべ

積水化学

日本精工

村田製作所

こくゆう会

世田谷区互助会

阪急電鉄

UA ゼンセン IKI・IKI ライフクラブ

上記企業以外の皆様は ＪＡＳＳ友の会

横河グループ

へご加入ください。

個人会員資格の JASS 友の会
（年会費 5,000 円）
へご加入ください。JASS ネットをご自宅にお送りします。
ご加入いただきますと、会員企業ご所属の方と同様にご利用いただけます。

加入のお申し込み、お問合せは、ＦＡＸまたはお電話で承っております。
（申込日

ＦＡＸは下記用紙をご利用ください。

フリガナ
男
女

お名前
ご住所

出身企業
／団体

〒

連絡先
電話番号

年
−

月
−

−

上記に記載 あり なし なしの場合は記入

ご紹介
者様

お問合せ
の内容
記入事項は全て必須事項です。誤記、未記載防止のため、ご請求のご本人がご記入ください。

JASS 事務局（電話 03-3512-3580
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FAX 03-3512-3585）まで

日）

ビジター制度スタート！
どなたでも参加できるようになりました
会員様のご紹介

郵便局にて
お支払い

参加者へ
受付通知と
お振込用紙を送付

下記用紙で申し込み
空き情報は、ＨＰ
「申込状況表」で
ご確認ください

当日集合場所へ
欠席や遅刻は
早めに連絡して
ください

以降特別な
理由がない限り
事務局より連絡は
ありません

１週間〜10日で
郵送されます

〇会員様のご紹介がある方は、ご記入ください。
〇抽選後に空きのあるイベントに先着順でお申し込みを承ります。
申込状況は、ホームページに掲載されております。
〇お申し込みは、ビジター制度をご利用のご本人様が下記専用申込用紙に記入してください。
FAX または郵送でお願いいたします｡ お電話やインターネットでのお申し込みは承っておりません｡
〇料金はイベント毎、イベント参加費＋ビジター料金 1,000 円です。
〇キャンセルされてもビジター料金のご返金はありません（中止の際はご返金いたします）
。
なお、参加費の返金については、会員様と同じです。JASS ネット巻末をご参照ください。
〇キャンセル振替の制度はご利用できません。

ビジター制度によるイベント参加申込用紙

（申込日

年

月

日）

JASS 会員様（ご紹介者様）
フリガナ

ご登録電話番号

氏名

−

−

記入事項は全て必須事項です。誤記・未記載防止のため、ビジター制度ご利用のご本人がご記入ください。
ビジター制度ご利用者様

あり

イベント参加経験

フリガナ
男
女

お名前
ご住所
登録する
電話番号
FAX
なし

〒

なし

生年月日
S
年
H

月

日

−

−

−

−

−

電話番号と同じ

出身企業
／団体
携帯番号
なし

−

−

お申し込み号に〇をつけ、下枠に参加希望イベント番号を、一枠に１番号ずつご記入ください
春号（4 〜 6 月）

夏号（7 〜 9 月）

秋号（10 〜 12 月）

冬号（1 〜 3 月）

お申し込みいただいた方に、JASS のご案内をお送りすることがあります。ご了承ください。
用紙が足りない場合は、こちらをコピーしてご利用ください。

送付先・お問合せは、JASS事務局
（電話 03‑3512‑3580 FAX 03‑3512‑3585）
まで
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JASS ご寄付の御礼
一般社団法人日本セカンドライフ協会（JASS）
専務理事 事務局長 有賀隆二

いつも JASS のイベント・サークルをご愛顧くださり、厚く御礼申し上げます。
JASS ネット 2021 年秋号に参加者の皆様からのご寄付への御礼を掲載しました
が、以下の方からもご寄付をいただきましたので、改めてご案内させて頂くと共
に御礼を申し上げます。

【ご寄付頂いた方のお名前】
上田一男 様
佐藤泰一 様

JASS 大学開設準備中

JASS 設立 30 周年を記念して、2022 年 10 月開設予定。
キーワード〔もっと知りたい〕〔愉快に遊ぶ〕
〔外に出る〕の
〔もっと知りたい〕が一層充実します。
2022 年冬号（今号）から試験実施を開始します。
（Ｐ８〜９をご参照ください）
イベント・サークルの内容は企画者の考えを尊重しますので、
不統一が生じるケースもあります。
今後、委員会での議論を重ねてまいりますので、
皆様からのご意見をお待ちいたします。
JASS 事務局

水越

jass-mizukoshi@mbn.nifty.com
☎03−3512−3580
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JASS 大学イベント
《オンライン》
イベント
No.

8

イベント名

定員 参加費

企画者

3001

学び塾「スマートフォン」初めてやる＜ Zoom ＞

4

1,700 髙橋正幸

3002

シリアからの難民留学生の状況と出来得る支援

15

1,000 桑田和幸

3003

江戸時空の旅・日本橋の江戸絵巻を訪ねる

10

1,500 佐藤隆

3004

編集者が語る作家の素顔と実像〜遠藤周作編①

30

1,500 水越征雄

3008

セカンドライフで訪れる支出と対策〜医療編〜

10

1,000 有賀隆二

3011

編集者が語る作家の素顔と実像〜遠藤周作編②

30

1,500 水越征雄

3012

学び塾「スマートフォン」初めてやる＜ Zoom ＞

4

1,700 髙橋正幸

3014

ＩＴ教養委講座〜コンピュータ発展の歴史

30

1,500 梶功夫

3015

おうちで参加落語家が語る昭和の歌謡誌③

20

2,600 髙橋正幸

3017

セカンドライフで訪れる支出と対策〜医療編〜

10

1,000 有賀隆二

3018

趣味の会・Zoom で写真自作品発表（第 6 回）

10

1,000 伊藤照男

3021

バーチャル仮想店舗巡り府中宿青木屋

10

2,800 森洋人

3023

セカンドライフで訪れる支出と対策〜介護編〜

10

1,000 有賀隆二

3025

司馬遼太郎の街道をゆく第 33 巻赤坂散歩

10

900 森洋人

3026

編集者が語る作家の素顔と実像〜太宰治編①

30

1,500 水越征雄

3029

オンラインで語る「東京グルメ」神田編

10

900 森洋人

3030

ｵﾝﾗｲﾝ学塾「簡単・ﾘｽﾞﾑ運動で脳活性化」

10

1,700 髙橋正幸

3031

IT 教養委講座〜安全に通信するための暗号化技術

30

1,500 梶功夫

3032

セカンドライフで訪れる支出と対策〜介護編〜

10

1,000 有賀隆二

3033

編集者が語る作家の素顔と実像〜太宰治編②

30

1,500 水越征雄

3034

趣味の会・Zoom で写真自作品発表（第 7 回）

10

1,000 伊藤照男

3039

ＩＴ教養委講座〜データの山から宝を掘り出す

30

1,500 梶功夫

3040

趣味の会・Zoom で写真自作品発表（第８回）

10

1,000 伊藤照男

3702

ｵﾝﾗｲﾝ JASS の語り部：尼崎事故後の急速な進化

15

3703

ｵﾝﾗｲﾝ日本史 2 千年 (13)「平安④ / 醍醐・村上」

18

1,600 藤村治雄

3704

脳活なぞなぞ・漢字・推理・雑学クイズ②

15

1,400 笹山明彦

3705

脳活ナンプレ：ちょいムズ中級⑥

10

1,200 笹山明彦

3706

ｵﾝﾗｲﾝ宇宙講座 : 太陽系の形成と進化・入門編

15

1,600 藤村治雄

3708

脳の不思議、認知症でも楽しく暮らそう

30

1,000 村橋陽三
1,600 藤村治雄

900 小林・藤村

3709

ｵﾝﾗｲﾝ日本史２千年 (14)「平安⑤ / 藤原道長」

18

3710

ｵﾝﾗｲﾝ JASS の語り部・福祉の現場から

15

3711

脳活ナンプレ：レベルアップ初級⑦

8

1,000 笹山明彦

3712

脳活ナンプレ：上級ムズムズ講座①

8

1,400 笹山明彦

3713

ｵﾝﾗｲﾝ宇宙講座 : 太陽系外惑星について

15

1,600 藤村治雄

3715

ｵﾝﾗｲﾝ日本史 2 千年 (15)「平安⑥ / 白河天皇」

18

1,600 藤村治雄

3716

脳活なぞなぞ・漢字・推理・雑学クイズ③

15

1,400 笹山明彦

3717

脳活ナンプレ：ちょいムズ中級⑦

10

1,200 笹山明彦

800 小林・藤村

※詳細は、各イベントの掲載ページをご覧ください。

JASS 大学イベント（地区別）
《中部》

《関東》
イベン
ト No.

イベント名

イベン
ト No.

イベント名

14

編 集 者 が 語 る作 家 の素
顔と実像〜遠藤周作編①

20

1,500 水越征雄

602

新年ランチ＆名曲コン
サート（クインテット )

24

6,800 伊島吉哲

32

明治座・新春特別講演・
梅沢富美男と泉ピン子

10 13,000 伊藤照男

605

史 跡 散 策（ 緑 区 ） 市 老
連共催

12

300 渡邊春樹

36

草木ウォッチング植物多
様性センターと深大寺

20

2,500 島田博

609

新春恒例七福神巡り（鈴
鹿七福神）市老連共催

5

6,700 渡邊春樹

37

老 人 ホ ー ム 講 演「 コ ロ
ナで消える高齢者住宅」

20

2,500 北健二

610

世界のワインと食事を
楽しむ会

20

5,700 渡邊春樹

68

編 集 者 が 語 る作 家 の素
顔と実像〜遠藤周作編②

20

1,500 水越征雄

611

ランチ＆名曲コンサー
ト（トリオ）

20

4,500 伊島吉哲

81

横浜中華街で貴重な体
験（変面ショー・他）

15

6,000 北健二

612

パラミタミュージアム
鑑賞

15

5,300 岡田功

10 12,500 伊藤照男

616

蓄音機で学ぶ昭和の音
楽史（第１回）

10

2,500 鈴木順

定員 参加費

舞台

企画者

定員 参加費

企画者

95

明治座２月公演
「サザエさん」

100

【東京文学散歩】本郷界
隈夏目漱石三四郎

15

4,500 森洋人

618

マスプロ美術館文明開
化絵としだれ梅まつり

15

3,100 岡田功

107

編集者が語る作家の素
顔と実像〜太宰治編①

20

1,500 水越征雄

620

名 古 屋 市 美 術 館「 ゴ ッ
ホ展」を観る

15

4,300 岡田功

155

草木ウォッチング小石
川植物園 梅と温室

20

2,500 島田博

621

史 跡 散 策（ 緑 区 ） 市 老
連共催

12

300 渡邊春樹

163

編集者が語る作家の素
顔と実像〜太宰治編②

20

1,500 水越征雄

622

ランチ＆名曲コンサー
ト（和洋混成トリオ）

20

5,200 伊島吉哲

167

東京都庭園美術館と白
金ﾌﾟﾗﾁﾅ通りｲﾀﾘｱﾝ食事

10

8,500 伊藤照男

623

マンドリンコンサート

15

3,100 鈴木順

174

明 治 座 2･3 月 公 演 前
川清、藤山直美公演

10 13,000 伊藤照男

177

＜新企画＞横浜市 18 区
巡り⑭西区を再発見！

15

2,500 北健二

194

草木ウォッチング川崎
緑化センター春の樹木

20

2,500 島田博

195

（医学講座）摂食嚥下障
害・誤嚥性肺炎の予防

30

2,500 北健二

203

文章講座

7

6,000 水越征雄

215

栄 養 学 セミナ ー 認 知 症
予防に役立つ食事とは？

30

2,500 北健二

224

3.10 陸 軍 記 念 日 都 立
青山霊園掃苔巡り

15

3,900 森洋人

248

江 戸 切 絵 図 を 歩 く（ 浅
草寺・吉原・三ノ輪迄）

10

7,600 伊藤照男

264

禅宗の隆盛「鎌倉五山」
巡る（第１回）

10

7,500 伊藤照男

268

医 学 講 座： 排 尿 症 状・
お困りＱ＆Ａ最新情報

30

2,500 北健二

283

＜新企画＞横浜市 18 区
巡り⑮緑区を再発見！

15

2,500 北健二

287

千葉流山市周辺の歴史
スポットを訪ねて歩く

10

6,500 伊藤照男

《関西》
イベン
ト No.

イベント名

703

日 本 史 2 千 年 (13)「 平
安④ / 醍醐・村上」

20

2,200 藤村治雄

709

神様を知ろう シリー
ズ① 式内社について

20

2,000 中谷肇

734

能楽鑑賞会、特に道成寺
が見もの / 大槻能楽堂

10

8,000 山内祥資

738

日 本 史 2 千 年 (14)「 平
安⑤ / 藤原道長」

20

2,200 藤村治雄

751

神様を知ろう シリー
ズ② 一宮について

20

2,000 中谷肇

773

現代史講座 / 朝鮮戦争
とその後

10

1,800 山内祥資

774

日 本 史 2 千 年 (15)「 平
安⑥ / 白河天皇」

20

2,200 藤村治雄

795

神様を知ろう シリーズ
③ 神々の世界を語る

20

2,000 中谷肇

805

中 国・ 朝 鮮 半 島 情 勢 か
ら見た
「渡来人」
の実像

20

2,000 山内祥資

定員 参加費

※詳細は、各イベントの掲載ページをご覧ください。

企画者
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絶賛開催中！
【オンライン・イベント】のお知らせ
ご自宅等お好きな場所で、皆様が安心して楽しんで頂ける
「オンライン・イベント」を開催中！ぜひ、ご参加ください。

オンライン・イベントの内容
講演会、コンサート、落語会、ヨガ、旅紀行、仮想街歩きやお買い物（品物はご
自宅に配達）、飲み会、カラオケ、もちろん親しい方々とのお話も。楽しい企画
が一杯です。詳しくは、Ｐ11 からのオンライン・イベントをご覧ください。
今後、より一層内容を豊富にし、JASSホームページでのご案内も予定しています。

オンライン・イベントに参加するには
パソコン・タブレット・スマートフォンなど、インターネットに接続できる機器、
メールアドレスが必要です。
（タブレット、スマートフォンは Wi-Fi が使えない場合、通信が遅くなりデータ
容量が大きく通信料が高くなるのでご注意ください）

ご確認ください
ご自宅のパソコンにカメラが備え付けられているかご確認ください。
（ご自身の姿を世話人、講師や他の参加者に公開できます）
カメラが無い場合でも、ご自身の姿を映せないだけで資料や講師、他の参加者の
姿等は見ることができます。

オンライン・イベント参加方法
① JASS ホームページからお申し込みください。
② 抽選日以降に世話人からメールアドレス確認の連絡を差し上げます。
③ お送りした振込票で参加費をお振込みいただきます。
④ お振込み確認後、教えていただいたメールアドレス宛に世話人からオンライ
ン・イベントの参加方法と URL、当日の資料等を送信いたします。
⑤ オンライン・イベント当日、世話人から送られてきたメールに記載されている
URL をクリックしてください。

話題のビデオ会議ツール『Zoom』を利用します
TV でコメンテーター等が自宅のパソコン等を通じて番組に参
加する姿をよく見かけます。「Zoom」というサービスを利用すれば、TV 番組と同
じ事ができます。また、操作は簡単で皆様の利用料はかかりません。
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《オンライン》
No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

3001 学び塾「スマー
トフォン」初め
てやる＜Zoom＞

Zoomで開催
（ｽﾏﾎで
参加、右のQRｺｰﾄﾞ
から始めます）
事前案内郵送

1月6日(木)
10:00〜12:00

3002 シリアからの難
民留学生の状況
と出来得る支援

1月8日(土)
10:00集合〜11:30

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ “アラブの春”直前までのシリア赴任体験をもとに先の５
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 月大統領選までを振り返ります。そして日本で受け入れ
参 加 方 法 は 後 日 ているシリア人難民留学生の実態を見ながら我々の出来
メールで連絡
る支援を一緒に考えましょう。講師はJICAシニア赴任
経験者桑田和幸。誰もが元気を与えられる講座です。
☎080-6565-1948
企：桑田和幸
定：15名 参：1,000円
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡
☎090-4424-2724
企：佐藤隆

3004 編集者が語る作
家の素顔と実像
〜遠藤周作編①
1月8日(土)
14:00集合〜15:30

3005 詩吟教室
1月11日(火)
2月 8日(火)
3月 8日(火)
13:30〜15:30

定：4名 参：1,700円

広重の
「日本橋朝之景」で知られる
日本橋。メトロ三越前駅地下コン
コースには江戸風俗絵巻
「熈代勝
覧」が展示されている。日本橋を
起点に今川橋までご案内します。

動けない

3003 江戸時空の旅・
日本橋の江戸絵
巻を訪ねる

テレビや新聞でも目に付くQRコー
ド、これはスマホの便利な道具、
早速使って見よう！孫も学校の授
業で利用しているZoom
（ テレビ電
話ｱﾌﾟﾘ）
を使えるようにトライ！

時間が来ても

1月8日(土)
10:00集合〜12:00

容

無断欠席

☎090-8053-4302
企：髙橋正幸

内

オンライン

イ ベ ン ト 情 報

定：10名 参：1,500円

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・「カトリック文学と人間の『悪』
」
。遠藤周作は没後25年
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） たった今も多くの読者を持ち、代表作「沈黙」がハリウッ
参 加 方 法 は 後 日 ド映画として世界配信されるなど、話題が尽きない作家
メールで連絡
です。編集者ならではの視点から素顔と実像を語ります。
講師：元新潮社編集者 宮島正洋氏。
☎080-6563-4216
企：水越征雄
定：30名 参：1,500円
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 情緒豊かに詩吟を楽しんでみませんか！朗読によって感
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） じた詩心を心ゆくまで表現することによって、詩吟の醍
参 加 方 法 は 後 日 醐味を味わうことが出来ます。腹式呼吸で健康増進にも
メールで連絡
なります。初心者大歓迎！
講師：矢筈野仁岳師範
☎080-1066-8845
企：矢筈野武久
定：5名 参：4,500円

3006 韓国の驚きの会 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 給与体系・ボーナス、福利厚生、退職金、組合、冠婚葬祭、
社文化・駐在体験 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 懇親会、旧正月・旧盆、仕事の流儀等、日本とは大きく
1月12日(水)
10:00集合〜11:30

参 加 方 法 は 後 日 異なる。現地の会社に勤務して初めてわかる韓国の会社
メールで連絡
文化（日本で公開された書物・マスコミ報道は今までな
し）
を講演。講師は現地会社駐在経験の大橋。
☎090-6134-3168
企：大橋宏行
定：10名 参：1,300円

3007 ｵﾝﾗｲﾝﾐﾆ講座
「詩のひろば」

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡

1月12日(水)
10:00〜10:30

☎090-8170-8152
企：おかめ家ゆうこ

Zoomを使った聴講講座◎国内外の
古典〜現代まで、さまざまな視点
のさまざまな『詩』を毎月数篇と
りあげて、30分間のんびり楽しむ
【詩を聴くだけ】のミニ講座。
定：20名 参：500円

※ オンライン・イベントの参加と申込方法は、P 10、および P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

オンライン

3008 セカンドライフ Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ セカンドライフを思い切り楽しむために、突如訪れるリ
で訪れる支出と ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） スクとお金について今一度見つめてみませんか？また対
対策〜医療編〜 参 加 方 法 は 後 日 策ができているのか簡単なチェック方法もお伝えいたし
1月19日(水)
10:00〜11:00

メールで連絡
☎090-3532-9919
企：有賀隆二

3009 イスラムの人々 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
が見ている世界 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
を想像する
1月20日(木)
14:00〜16:00

メールで連絡
☎090-7636-1274
企：村上正

ます。後日約１時間の無料個別相談付きです。
定：10名 参：1,000円
本来、イスラム世界が西欧の民主
主義世界と対立する必然性はな
い。イスラム過激派の印象に引き
ずられて、イスラムの本質を見
誤ってはならない。
定：20名 参：1,000円

3010【完全指南】
Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ コロナ禍で、仲間とのノミュニケーションが途絶え、寂
Zoomで仲間と飲 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） しい思いをされている方大集合。実際にZoomを使って飲
前日当方から電話 み会を愉しみながら、仲間との飲み会、同窓会、もとの
み会を開こう
1月21日(金)
19:00〜20:00

で接続指導
☎080-1126-1173
企：藪中博文

同僚との飲み会、もちろん女子会もオンラインで主催す
るやり方をご伝授申し上げます。一生ものですよ。
定：10名 参：1,700円

3011 編集者が語る作 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・「名作『沈黙』への道」。遠藤周作は没後25年経った今も
家の素顔と実像 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 多くの読者を持ち、代表作「沈黙」がハリウッド映画と
〜遠藤周作編② 参 加 方 法 は 後 日 して世界配信されるなど、話題が尽きない作家です。編
1月22日(土)
14:00集合〜15:30

メールで連絡
☎080-6563-4216
企：水越征雄

3012 学び塾「スマー Zoomで開催
トフォン」初め （ｽﾏﾎで参加、右の
てやる＜Zoom＞ QRｺｰﾄﾞから始めま
1月24日(月)
10:00〜12:00

す）
事前案内郵送
☎090-8053-4302
企：髙橋正幸

集者ならではの視点から素顔と実像を語ります。
講師：元新潮社編集者 宮島正洋氏。
定：30名 参：1,500円
テレビや新聞でも目に付くQRコー
ド、これはスマホの便利な道具、
早速使って見よう！孫も学校の授
業で利用しているZoom
（ テレビ電
話ｱﾌﾟﾘ）
を使えるようにトライ！
定：4名 参：1,700円

3013 南京玉すだれの Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 南京玉すだれの仕組みを説明し、演技を披露するのは世
仕組み・演技と ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 話人の成田氏。引き続き、雑学講座を開催。講師は世話
面白雑学講座① 参 加 方 法 は 後 日 人の大橋。多数の講演講師の情報、多岐に渡る知人・友
1月25日(火)
10:00集合〜11:30

メールで連絡
☎090-6134-3168
企：大橋宏行

人からの面白情報、自身が体験した貴重な場面及び入手
した珍しい写真資料等を公開。
定：10名 参：1,300円

3014 ＩＴ教養講座〜 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 人間は大昔から早く計算をしたい欲望を持っています。
コンピュータ発 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 15世紀から21世紀にわたって早く計算する機械の発展の
参 加 方 法 は 後 日 経緯を見てゆきます。
展の歴史
1月26日(水)
10:00集合〜12:00

メールで連絡
☎090-1774-7503
企：梶功夫

講師：梶功夫（県立宮城大学名誉教授）
定：30名 参：1,500円

3015 おうちで参加
Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 歌は世に連れといいます。子供時代、青春時代〜現代、
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） それぞれに懐かしい歌、あの名曲が流行っていた時代背
落語家が語る
昭和の歌謡誌③ 参加方法は後日ﾒｰﾙ 景と裏話、「落語家・林家たけ平師匠」の懐かしい歌を
1月27日(木)
14:00開演〜15:00

or郵送で連絡
☎090-8053-4302
企：髙橋正幸
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楽しむ「昭和歌謡講座」
、今回も皆さんにZoomを通して
語りかけます。楽しくご自宅で歌ってみてください！
定：20名 参：2,600円

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時

1月28日(金)
19:00〜20:00

1月28日(金)
10:00〜11:00

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ どうする！どうする！の掛け声と共に、明治時代に全盛
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 期を迎え、あの文豪志賀直哉も熱を上げたといわれる「娘
前日当方から電話 義太夫」
。愉しみ方をZoomで完全指南いたします。神田
で接続指導
伯山襲名により輝きを取り戻した講談に続いて、令和で
復権する演芸の本命はこれです。
☎080-1126-1173
企：藪中博文
定：5名 参：1,700円
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ セカンドライフを思い切り楽しむために、突如訪れるリ
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） スクとお金について今一度見つめてみませんか？また対
参 加 方 法 は 後 日 策ができているのか簡単なチェック方法もお伝えいたし
メールで連絡
ます。後日約１時間の無料個別相談付きです。
☎090-3532-9919
企：有賀隆二

1月31日(月)
10:00集合〜10:45

2月1日(火)
10:00集合〜11:30

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 第６回のテーマは冬景色。自分がデジカメで撮った写真
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）（カラー、白黒等）を２枚送っていただき、世話人がまと
参 加 方 法 は 後 日 め、当日１人10分程度で説明してもらう。それについて
メールで連絡
批評し合います。講師はいませんので自由に話し合いを
したいと思っています。
☎090-5521-8867
企：伊藤照男
定：10名 参：1,000円
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 補食と医食同源、キムチと焼肉、食事スタイル、どんな
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 料理を食べるのか？日本と違う酒文化とは？韓国人の日
参 加 方 法 は 後 日 本での食事体験？現地駐在で初めてわかる食文化・酒文
メールで連絡
化を講演。講師は現地会社駐在経験の大橋。
☎090-6134-3168
企：大橋宏行

3020 笑いと自然治癒
力・医者のしな
い話
2月4日(金)
10:00集合〜11:30

2月5日(土)
10:30集合〜11:00

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡
☎090-2462-8698
企：森洋人

3022 ｵﾝﾗｲﾝﾐﾆ講座
「詩のひろば」
2月9日(水)
10:00〜10:30

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡
☎090-8170-8152
企：おかめ家ゆうこ

3023 セカンドライフ
で訪れる支出と
対策〜介護編〜
2月9日(水)
10:00〜11:00

定：10名 参：1,300円

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 心と免疫・笑いと免疫・治癒力の高め方等、病院では指
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 導してくれない医者と薬がいらない話。講師は、元製薬
参 加 方 法 は 後 日 会社の薬剤師、日本笑い学会委員で「南京玉すだれ」の
メールで連絡
教え子400人以上という川上千里氏。
☎090-6134-3168
企：大橋宏行

3021 バーチャル仮想
店舗巡り
府中宿青木屋

思いやり

3019 駐在体験・食を
通じて見た韓国
の文化・酒文化

定：10名 参：1,000円

迷惑かけない

3018 趣味の会・Zoom
で写真自作品発
表（第６回）

容

Ｊ ＡＳＳくらぶ

3017 セカンドライフ
で訪れる支出と
対策〜医療編〜

内

オンライン

3016【完全指南】女
流義太夫（じょ
ぎ）の愉しみ方

集合
（開催）
場所

定：10名 参：1,300円
明治26年創業の青木屋。事前にお
いしいお菓子の詰め合わせをお届
けします。オンラインでは府中の
歴史やグルメ情報をご案内いたし
ます。
定：10名 参：2,800円
Zoomを使った聴講講座◎国内外の
古典〜現代まで、さまざまな視点
のさまざまな『詩』を毎月数篇と
りあげて、30分間のんびり楽しむ
【詩を聴くだけ】のミニ講座。
定：20名 参：500円

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ セカンドライフを思い切り楽しむために、突如訪れるリ
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） スクとお金について今一度見つめてみませんか？また対
参 加 方 法 は 後 日 策ができているのか簡単なチェック方法もお伝えいたし
メールで連絡
ます。後日約１時間の無料個別相談付きです。
☎090-3532-9919
企：有賀隆二

定：10名 参：1,000円

※ オンライン・イベントの参加と申込方法は、P 10、および P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

オンライン

3024 航海秘話①マル Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ マルコ・ポーロとコロンブスの冒険を「密航」という視
コ・ポーロとコ ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 点でとらえ、イタリア・ジェノバの旅を中心に、教科書
ロンブスの疑惑 参 加 方 法 は 後 日 ではわからない世界史の裏側を講演。講師はロシア語・
2月10日(木)
10:00集合〜11:30

メールで連絡
☎090-6134-3168
企：大橋宏行

3025 司馬遼太郎の
Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
街道をゆく
第33巻赤坂散歩 参 加 方 法 は 後 日
メールで連絡
2月12日(土)
10:30集合〜11:30

☎090-2462-8698
企：森洋人

英語の通訳として農林水産省の漁船取り締まり船に10年
余乗船した中村孝氏。
定：10名 参：1,300円
亡くなってすでに30年が過ぎまし
た。彼の作品は当時サラリーマン
の必読書でした。東京は４か所ほ
ど出てきますが、今回は赤坂界隈
を、命日の日に振り返ります。
定：10名 参：900円

3026 編集者が語る作 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・「太宰治と井伏鱒二〜作家仲間から見える実像」。青森有
家の素顔と実像 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 数の資産家に生まれながら、３回の心中事件を起こすな
参 加 方 法 は 後 日 ど放蕩無頼の生活を送った。しかし彼の作品は昭和では
〜太宰治編①
2月12日(土)
14:00集合〜15:30

メールで連絡
☎080-6563-4216
企：水越征雄

最大数の読者を持ち、いまだに読み続けられている。太
宰治の周辺にいた人々の証言から実像を語ります。
定：30名 参：1,500円

3027 日韓・日中共同 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 中国の古代とはアヘン戦争まで。中国は古代倭国をどう
研究・古代歴史 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 見ていたか？遣隋使・遣唐使・白村江の戦いの見解は？
参 加 方 法 は 後 日 日韓に関しては、４世紀広開土王碑・５世紀倭の軍事権・
認識の相違
2月15日(火)
10:00集合〜11:30

メールで連絡
☎090-6134-3168
企：大橋宏行

3028 話してもわから Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
ないのが世界の ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
常識
2月17日(木)
14:00〜16:00

メールで連絡
☎090-7636-1274
企：村上正

3029 オンラインで語 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
る「東京グルメ」 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
神田編
2月19日(土)
10:30集合〜11:30

メールで連絡
☎090-2462-8698
企：森洋人

3030 ｵﾝﾗｲﾝ学塾「簡 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
単・ﾘｽﾞﾑ運動で ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日ﾒｰﾙ
脳活性化」
2月21日(月)
10:00〜11:00

or郵送で連絡
☎090-8053-4302
企：髙橋正幸

６世紀倭と朝鮮半島南部の関係で日韓の相違点？
講師は韓国現地会社駐在経験の大橋宏行。
定：10名 参：1,300円
共産主義者やグローバリストたち
は世界を統一のルールにしたがっ
た。自分が正しいという思い込み
の怖さ、自分たちとは違うルール
を認めることの大切さを考える。
定：20名 参：1,000円
東京には創業百年以上のお店が千
軒以上あります。この中から私が
訪れたお店を写真付きでご案内し
ます。今回は神田連雀町を中心と
してお話いたします。
定：10名 参：900円
簡単・リズムで脳トレ。画面を見
ながらトントン♪リズムに合わせ
て手を動かします。無理なく楽し
くやってみましょう！指導は、大
野裕子さん・柏原悠さん（演奏家）
定：10名 参：1,700円

3031 IT教養講座〜安 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 通信技術が発展し、現代はいろいろな商取引のデータが
全に通信するた ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） ネットワーク上を行き来する時代です。暗号化の発展に
めの暗号化技術 参 加 方 法 は 後 日 ついての歴史と現代の暗号化技術について解説します。
2月24日(木)
10:00集合〜12:00

メールで連絡
☎090-1774-7503
企：梶功夫
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講師：梶功夫（県立宮城大学名誉教授）
定：30名 参：1,500円

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時

2月24日(木)
10:00〜11:00

3035 ｵﾝﾗｲﾝﾐﾆ講座
「詩のひろば」
3月9日(水)
10:00〜10:30

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡
☎090-8170-8152
企：おかめ家ゆうこ

3036 アルバムの写真
で語ろう！あの
日あの時の私
3月10日(木)
10:00〜11:30

3037 江戸時代の日本
こそＳＤＧｓの
お手本
3月17日(木)
14:00〜16:00

3月18日(金)
10:00集合〜11:00

3039 ＩＴ教養講座〜
データの山から
宝を掘り出す
3月24日(木)
10:00集合〜12:00

定：20名 参：500円

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 旅行、料理、景色、珍しいもの…等。自慢の、秘蔵の、
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） お気に入りの、懐かしい皆様の写真をオンラインで共有
参 加 方 法 は 後 日 し、その時の話で皆で盛り上がりませんか？写真をお送
メールで連絡
り頂ければ世話人が画面に表示します。また、お気に入
りの写真をZoomの背景に設定する方法もご案内します。
☎090-3532-9919
企：有賀隆二
定：10名 参：1,000円
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡
☎090-7636-1274
企：村上正

3038 理解し難い韓国
の反日の背景
その１

Zoomを使った聴講講座◎国内外の
古典〜現代まで、さまざまな視点
のさまざまな『詩』を毎月数篇と
りあげて、30分間のんびり楽しむ
【詩を聴くだけ】のミニ講座。

仇になり

2月28日(月)
10:00集合〜10:45

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 第７回のテーマは冬景色
（その２）
。自分がデジカメで
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 撮った写真
（カラー、白黒等）を２枚送っていただき、世
参 加 方 法 は 後 日 話人がまとめ、当日１人10分程度で説明してもらう。そ
メールで連絡
れについて批評し合います。講師はいませんので自由に
話し合いをしたいと思っています。
☎090-5521-8867
企：伊藤照男
定：10名 参：1,000円

待つ心情

3034 趣味の会・Zoom
で写真自作品発
表（第７回）

定：10名 参：1,000円

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・「編集者たちが見た太宰治と死の謎」
。青森有数の資産家
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） に生まれながら、３回の心中事件を起こすなど放蕩無頼
参 加 方 法 は 後 日 の生活を送った。しかし彼の作品は昭和では最大数の読
メールで連絡
者を持ち、いまだに読み続けられている。太宰治の周辺
にいた人々の証言から、実像を語ります。
☎080-6563-4216
企：水越征雄
定：30名 参：1,500円

遅刻者を

2月26日(土)
14:00集合〜15:30

容

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ セカンドライフを思い切り楽しむために、突如訪れるリ
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） スクとお金について今一度見つめてみませんか？また対
参 加 方 法 は 後 日 策ができているのか簡単なチェック方法もお伝えいたし
メールで連絡
ます。後日約１時間の無料個別相談付きです。
☎090-3532-9919
企：有賀隆二

3033 編集者が語る作
家の素顔と実像
〜太宰治編②

内

オンライン

3032 セカンドライフ
で訪れる支出と
対策〜介護編〜

集合
（開催）
場所

持続可能な開発目標
（ＳＤＧｓ）と
は、地球にこれ以上負荷をかける
ことなく、みんなが幸せに暮らせ
る世界を目指すということ。今こ
そ、江戸のエコ社会に学ぼう。
定：20名 参：1,000円

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 韓国の反日に関しては理解し難い日本人が多くの疑問を
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 持っている。どのような疑問？誤解を招くマスコミの説
参 加 方 法 は 後 日 明も多い。どんな説明か？韓国の反日施設例、韓国の反
メールで連絡
日行為の例、及び反日を理解するキーワードを講演。
講師は現地駐在体験の大橋宏行。
☎090-6134-3168
企：大橋宏行
定：10名 参：1,300円
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ コンピュータの急速な発展に伴って膨大なデータが蓄積
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） されます。このようなデータの山から、人間では気が付
参 加 方 法 は 後 日 かない特性をコンピュータを駆使して見つけ出す「デー
メールで連絡
タマイニング」について解説します。
講師：梶功夫
（県立宮城大学名誉教授）
☎090-1774-7503
企：梶功夫
定：30名 参：1,500円
※ オンライン・イベントの参加と申込方法は、P 10、および P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

オンライン

3040 趣味の会・Zoom Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 第８回のテーマは冬にちなんだもの（自由作品）。自分が
で写真自作品発 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） デジカメで撮った写真（カラー、白黒等）を２枚送ってい
参 加 方 法 は 後 日 ただき、世話人がまとめ、当日１人10分程度で説明して
表（第８回）
3月31日(木)
10:00集合〜10:45

メールで連絡
☎090-5521-8867
企：伊藤照男

もらう。それについて批評し合います。講師はいません
ので自由に話し合いをしたいと思っています。
定：10名 参：1,000円

3701 かんたんタイヨ Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 椅子に座ってでもできるタイ式ヨガ（ｲﾝﾄﾞﾖｶﾞより難しい
ガ（椅子に座っ ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） ﾎﾟｰｽﾞが少ない）で鈍った体をﾘﾌﾚｯｼｭ。無理せず、痛・気
てでもできる） 参 加 方 法 は 後 日 持ちよいところまで。Zoomは事前に徹底指導。ﾊﾟｿｺﾝやｽ
1月 7日(金)1月14日(金)
1月21日(金)1月28日(金)
14:30〜15:00

メールで連絡
☎080-1463-3072
企：藤村治雄

3702 ｵﾝﾗｲﾝJASSの語 Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
り部：尼崎事故 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
後の急速な進化 参 加 方 法 は 後 日
1月18日(火)
10:00〜11:30

メールで連絡
☎080-1463-3072
企：小林・藤村

3703 ｵﾝﾗｲﾝ日本史
２千年（13）
「平
安④/醍醐・村
上」
1月20日(木)
10:00〜12:00

メールで連絡
☎090-3279-5919
企：笹山明彦

3705 脳活ナンプレ： Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
ちょいムズ中級 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
⑥
1月23日(日)
13:00集合〜15:00

定：10名 参：2,000円
福知山線事故後の運転自動化促進
青色発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞによる信号機の
LED化が画期的に前進した歴史
や各種事故防止策の進化につい
て。講師：槙卓さん（関東運営委員）
定：15名 参：900円

Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 10世紀は唐の滅亡・朝鮮の内乱の中、日本は孤立主義で
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 対外的には無風。律令国家は腐敗・弱体化し地方行政に
参 加 方 法 は 後 日 は無関心で受領に任され自力救済へ。
メールで連絡
講師：今井敏昭氏
（京都産業大学日本文化研究所・上席
特別客員研究員）
☎080-1463-3072
企：藤村治雄
定：18名 参：1,600円

3704 脳活なぞなぞ・ Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
漢字・推理・雑 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
学クイズ②
1月23日(日)
10:00集合〜12:00

ﾏﾎをお持ちの方は、安心してご参加ください。
指導：ﾀｲﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ爽やか田川文子さん。

メールで連絡
☎090-3279-5919
企：笹山明彦

なぞなぞ・なぞ掛け・漢字・いじ
わるクイズ等々をその場で出題、
あれこれ大きな独り言や皆で推理
しあって答えを出すという企画。
発言しなきゃ損ですぞ。
定：15名 参：1,400円
皆さんのレベルアップのために、
「ちょいムズ」も解いていきます。
又、難問にも挑戦し、解法のテク
ニックも披露。参加者には事前に
問題を送信します。
定：10名 参：1,200円

3706 ｵﾝﾗｲﾝ宇宙講座: Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 太陽系あるいはその周辺分野の個別の観測・発見の意義
太陽系の形成と ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） や位置づけを理解する上で、現在考えられている太陽系
参 加 方 法 は 後 日 の形成や進化のシナリオ（筋道）についての基礎知識をわ
進化・入門編
1月26日(水)
10:00〜11:30

メールで連絡
☎080-1463-3072
企：藤村治雄

かりやすく解説。
講師：元JAXA宇宙科学研究所教授 藤原顕
（アキラ）
氏
定：15名 参：1,600円

3707 かんたんタイヨ Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・ 椅子に座ってでもできるタイ式ヨガ（ｲﾝﾄﾞﾖｶﾞより難しい
ガ（椅子に座っ ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） ﾎﾟｰｽﾞが少ない）で鈍った体をﾘﾌﾚｯｼｭ。無理せず、痛・気
てでもできる） 参 加 方 法 は 後 日 持ちよいところまで。Zoomは事前に徹底指導。ﾊﾟｿｺﾝやｽ
2月 4日(金)2月11日(金)
2月18日(金)2月25日(金)
14:30〜15:00

16

メールで連絡
☎080-1463-3072
企：藤村治雄

ﾏﾎをお持ちの方は、安心してご参加ください。
指導：ﾀｲﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ爽やか田川文子さん。
定：10名 参：2,000円

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時

2月15日(火)
14:00集合〜16:00

内

容

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 認知症にはなりたくないです。でも、長生きすれば認知
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 症になる可能性は増えます。PPK
（ピンピンコロリ）と逝
参 加 方 法 は 後 日 ける人は少ないです。多くはNNK
（ネンネンコロリ）
です。
メールで連絡
認知症になってもならなくても、介護のお世話になりま
す。最後の最後まで楽しく暮らすには準備が必要です。
☎080-7039-3926
企：村橋陽三
定：30名 参：1,000円

2月17日(木)
10:00〜12:00

メールで連絡

3710 ｵﾝﾗｲﾝJASSの語
り部：福祉の現
場から

☎080-1463-3072
企：小林・藤村

3711 脳活ナンプレ：
レベルアップ初
級⑦
2月27日(日)
10:00集合〜12:00

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡
☎090-3279-5919
企：笹山明彦

3712 脳活ナンプレ：
上級ムズムズ講
座①
2月27日(日)
13:00集合〜15:00

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡
☎090-3279-5919
企：笹山明彦

3713 ｵﾝﾗｲﾝ宇宙講座:
太陽系外惑星に
ついて
3月1日(火)
10:00〜11:30

3714 かんたんタイヨ
ガ（椅子に座っ
てでもできる）
3月 4日(金)3月11日(金)
3月18日(金)3月25日(金)
14:30〜15:00

民生児童委員として６年間活動さ
れているJASS運営委員の中西太一
さんが、関係部署との繋ぎ役・相
談役の役割を果たす中で見聞きさ
れた福祉の現場について語ります。
定：15名 参：800円
初心者の方、いつでも講義に参加
歓迎です。初級コースでも多種多
様なナンプレをご紹介。アタマの
切り替えに最適。参加者には事前
に問題と解答を送信。

もう一度

2月22日(火)
10:00〜11:15

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
メールで連絡

定：18名 参：1,600円

場所と時間を

☎080-1463-3072
企：藤村治雄

講師：今井敏昭氏
（京都産業大学日本文化研究所・上席
特別客員研究員）

集合の

3709 ｵﾝﾗｲﾝ日本史
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 摂関家道長・頼通の父子が70年強に亘り人事権をもち権
２千年（14）
「平 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 力を独占し、荘園の多くが寄進される。天皇外戚の位置
安⑤/藤原道長」 参 加 方 法 は 後 日 付けが途切れると、世は院政へと移っていく。

オンライン

3708 脳の不思議、認
知症でも楽しく
暮らそう

集合
（開催）
場所

定：8名 参：1,000円
中級レベルでは物足りない方、し
かし上級になると途端に解けなく
なる方、自己流で解いていません
か？参加者には事前に問題と解答
を送信。
定：8名 参：1,400円

Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 1990年代終わりごろから太陽以外の恒星のまわりにも惑
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 星が発見されるようになり、現在ではたくさん見つかっ
参 加 方 法 は 後 日 ています。どのような方法で発見するのか、見つかった
メールで連絡
惑星はどのようなものかについて、分かり易く解説。
講師：元JAXA宇宙科学研究所教授 藤原顕
（アキラ）
氏。
☎080-1463-3072
企：藤村治雄
定：15名 参：1,600円
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 椅子に座ってでもできるタイ式ヨガ（ｲﾝﾄﾞﾖｶﾞより難しい
ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） ﾎﾟｰｽﾞが少ない）で鈍った体をﾘﾌﾚｯｼｭ。無理せず、痛・気
参 加 方 法 は 後 日 持ちよいところまで。Zoomは事前に徹底指導。ﾊﾟｿｺﾝやｽ
メールで連絡
ﾏﾎをお持ちの方は、安心してご参加ください。
指導：ﾀｲﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ爽やか田川文子さん。
☎080-1463-3072
企：藤村治雄
定：10名 参：2,000円

3715 ｵﾝﾗｲﾝ日本史
Zoomで開催
（ﾊﾟｿｺﾝ・ 摂関家後継者争いの指名権を本来孤立無援の白河天皇が
２千年（15）
「平 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加） 掌握する。権力は院政へ移行し、白川・鳥羽の地に広大
安⑥/白河天皇」 参 加 方 法 は 後 日 な院御所・御願寺が造営される。
3月17日(木)
10:00〜12:00

メールで連絡
☎080-1463-3072
企：藤村治雄

講師：今井敏昭氏
（京都産業大学日本文化研究所・上席
特別客員研究員）
定：18名 参：1,600円

※ オンライン・イベントの参加と申込方法は、P 10、および P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

オンライン

3716 脳活なぞなぞ・ Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
漢字・推理・雑 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
学クイズ③
3月27日(日)
10:00集合〜12:00

メールで連絡
☎090-3279-5919
企：笹山明彦

3717 脳活ナンプレ： Zoomで開催（ﾊﾟｿｺﾝ・
ちょいムズ中級 ｽﾏﾎ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄで参加）
参加方法は後日
⑦
3月27日(日)
13:00集合〜15:00

メールで連絡
☎090-3279-5919
企：笹山明彦

18

内

容
推理・なぞなぞ・なぞ掛け・いじ
わるクイズ等々を出題。皆があれ
これ大きな独り言で推理しあって
答えを出すという企画。別解歓迎
です。発言しなきゃ損でっせ！
定：15名 参：1,400円
「ちょいムズ」問題を解いていき
ます。また、一差・対角線などの
様々なナンプレにも挑戦し、楽し
んでもらいます。参加者には事前
に問題・解答を送信します。
定：10名 参：1,200円

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

《関西地区》

※サークル情報は、P86〜です。

ボランティア情報
No. イベント名・日時

容

皆さん自給率向上に繋がるよう安心・安全な自然農業の
お手伝いをしませんか。冬場は、農地改良作業をします。
弁当、飲物、帽子、タオル、軍手、長靴等ご持参下さい。
バス代￥230各自。雨天は延期別途連絡します。

☎090-8821-3392
企：小田喜博

定：20名 参：0円

一分も

1月6日(木)
9:45〜11:45

704 初春文楽公演
1月6日(木)
10:30集合〜13:30

内

容

大阪市立総合生涯 10世紀は唐の滅亡・朝鮮の内乱の中、日本は孤立主義で
学習センター
（大阪 対外的には無風。律令国家は腐敗・弱体化し地方行政に
駅 前 第2ビ ル ５ 階） は無関心で受領に任され自力救済へ。
研修室
講師：今井敏昭氏
（京都産業大学・日本文化研究所・上
席特別客員研究員）
☎080-1463-3072
企：藤村治雄
定：20名 参：2,200円
国立文楽劇場正面
＊大阪メトロ・近鉄
「日本橋駅」７号出
口東へ１分

コロナ禍の対応を十二分にした劇場で、公演も時間を少
し短くして行っています。演目は新年にふさわしいもの
を鋭意検討中です。決まり次第参加者へ後日ご連絡致し
ます。 （昼食は公演前後に各自でお済ませ下さい）

☎080-5358-7392
企：桃井克夫

定：15名 参：5,000円 入含

遅刻組

703 日本史２千年
（13）「平安④/
醍醐・村上」

集合
（開催）
場所

三十分も

イ ベ ン ト 情 報
No. イベント名・日時

西

9:30集合〜15:00

南海「岸和田駅」
中央出口

内

関

農業ボランティア
（岸和田）
700 1月19日(水)
701 2月16日(水)
702 3月16日(水)

集合
（開催）
場所

705 正月の大阪七福 大阪メトロ谷町線 初詣を兼ねて、大阪市内の七福神巡りをしませんか。
「 四 天 王 寺 夕 陽 丘 四天王寺布袋尊⇒今宮戎神社⇒大黒主神社⇒毘沙門天⇒
神巡り
1月8日(土)
10:00集合〜15:30

706 新春名曲コン
サート
1月8日(土)
14:30集合〜17:00

駅」南東改札口
（③ 弁財天⇒昼食⇒福禄寿⇒寿老人
（三光神社）
。番外として
④方面出口）
安居神社。八阪神社。国立真田山陸軍墓地等を巡ります。
行程約８㎞でゆっくりと歩きます。
☎090-8821-3392
企：小田喜博
定：20名 参：2,100円 食含
フェスティバル
ホール会場正面入
口前
（JASS旗目印）
※最寄駅肥後橋
☎080-5700-0846
企：山内祥資

707 てくてくハイク
飛鳥の御陵巡り
1月9日(日)
8:30集合〜14:30

近鉄「大阪阿部野
橋駅」西改札口。
沿線の方は近鉄飛
鳥駅9：35
☎090-8821-3392
企：小田喜博

〇大阪フィルハーモニー交響楽団
〇指揮者：尾高忠明
〇曲名 ヨハンシュトラウス2世
「美しき青きドナウ」などお馴染
みの曲多数
◆申込後のキャンセル不可
定：20名 参：6,000円
太田さん企画分。お正月のハイキングを楽しみましょう。
飛鳥駅〜欽明天皇陵〜鬼の雪隠〜天武持統天皇陵〜中尾
山古墳〜高松塚〜飛鳥駅 歩：約８㎞ 弁当・お茶持参
雨天中止は前日に連絡します。
定：25名 参：1,200円
※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

708 ʻなぜʼがわかる 大阪 駅 前第２ビル 毎回6 〜 8種類のマジックをご覧頂き、そのうち3つの
テーブルマジッ ５階総 合 生涯学習 テーブルマジックを受講生が理解できるまで、指導しま
センター第１会議室 す。また、解り易く解説したレシピをお渡し致しますの
ク
1月11日(火)
10:00〜12:00

で、復習をして頂く事ができます。使用する品物は、ト
ランプほか。教材付で無料。講師：堤幸生氏

関

☎090-8821-3392
企：小田喜博

定：15名 参：1,500円

西

709 神様を知ろう
大阪市立生涯学習 式内社 （927年成立の延喜式神名帳所載の神社）を知ら
センター
（大阪駅前 ずして、神や神社のことは語れません。ここでは式内社
シリーズ①
について詳しくお話します。
講師：畿内の史跡 歴
式内社について 第2ﾋﾞﾙ5階）
1月11日(火)
13:30集合〜15:30

史の探究者 木村三彦氏
☎090-9119-5749
企：中谷肇

定：20名 参：2,000円

710 女性だけの健康 梅田”菜の花”
脳トレに最適と評判の麻雀を梅田”菜の花”で開催。全自
初めての方は案内 動卓、ソフトドリンク飲み放題です。“賭けない・飲ま
麻雀道場
1月11日(火)
11:00〜16:00

します

ない・吸わない”の健康麻雀をJASSの女性仲間で、愉快
に楽しくエンジョイ。軽食用意願います。初めての方の
参加も大歓迎。＊同一企画2/8、3/8有

☎080-1463-3072
企：藤村治雄

定：15名 参：2,500円

711 美味探訪⑮最高 JR神戸線「三宮駅」 精肉卸直営店のレストランです。味は最高、価格はリー
ズナブル。この店を知れば「神戸ステーキのご案内」は
級ステーキを直 中央改札口
万全です。
営店で
1月12日(水)
11:50集合〜14:00
☎090-7106-7343
企：井上淳信

定：10名 参：5,700円 食含

712 アンデスの縦笛 宝塚池田自治会館 コンドルは飛んで行くをご自分で演奏してみませんか？
きしもとタロー 阪 急、JR宝 塚 駅 か 竹田の子守歌、琵琶湖周航の歌等も楽譜なしで吹けるよ
ら徒歩６分、別途 うになります。楽譜が読めなくても大丈夫。ご自分専用
ケーナ教室
1月13日(木)
10:30〜12:00

案内します。

の笛貸出し、自宅で練習可。途中参加でも問題なく吹け
るようになります。多方面で活躍中のきしもとﾀﾛｰ先生

☎090-1078-4302
企：八木通夫

713 世界の絶景100
選/巨大遺跡・
DVD観賞会②

定：15名 参：2,400円

大阪 駅 前第２ビル
５階総 合 生涯学習
センター第１会議室

地球上には自然の驚異と人の叡智
の造物が山積。その絶景を100選。
今回は「巨大遺跡」がテーマ。写
真はアンデス山間に忽然と姿を現
す天空の都市、マチュピチュ。

1月13日(木)
13:30〜15:00
☎080-5700-0846
企：山内祥資

定：15名 参：1,800円

714 古地図を手に大 京橋広場、ＪＲ「京 「古地図を手に大阪環状線一駅づつ巡り食歩き」環状線
阪環状線一駅づ 橋駅」と京阪「京 の駅周辺を一駅づつ探索します。 今回は京橋駅〜森ノ
橋駅」の間
宮駅 鯰江川跡→「アッパチ族」集落跡→天守閣→第4
つ巡り食歩き
1月14日(金)
10:30集合〜14:00

師団司令部
氏
☎090-8384-6358
企：西口和憲

ランチは森ノ宮駅近く

案内人：西俣稔

定：25名 参：3,500円 食含

715 猪肉バーベ
南海「難波駅」３ 海と山に囲まれた自然豊かな岬町で捕獲された栄養価が
キュー＆飲み放 Ｆ北改札口 ＊沿 高い天然の猪。猪料理専門店「猪将」のボリューム満点
線の方は「深日町 の「猪肉バーベキュー」＆「ぼたん汁」＆「炊込みご飯」
題付
1月15日(土)
10:30集合〜16:00

駅」11時50分集合
☎090-8821-3392
企：小田喜博
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に飲み放題付をＪＡＳＳ貸切で満喫後、道の駅にて地域
の新鮮な野菜・地魚のお買物を楽しんで下さい。
定：15名 参：4,500円 食含

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時
716 新春初詣ｳｫｰｸ・
京都（恵比寿神
社〜八坂神社）
1月15日(土)
12:30集合〜15:30

阪神「住吉駅」
改札口

719 八坂神社でコロ
ナ退散祈願・昼
食「いもぼう」
1月19日(水)
10:30集合〜14:30

定：20名 参：2,500円 食含

京都市地下鉄東西 平安神宮大鳥居のある岡崎公園では、昭和天皇即位大礼
線「東山駅」改札 記念美術館等懐かしい昭和の数々を訪ね、円山公園を廻
口
り、八坂神社で疫病
（新型コロナ）退散を初詣祈願。昼食
は「縁起のよい出会いもの」とされる「いもぼう」を平
野屋本店で。案内は「京都再発見会」の亀田正昭氏。
☎090-1435-6738
企：神田健
定：15名 参：4,800円 食含
大阪駅前第２ビル
生涯教育センター
５階会議室

1月20日(木)
10:20集合〜11:50
☎090-8481-0795
企：卜部豊一

詩吟の定番「川中島」とカラオケでお馴染みの「白虎隊」
をマスター出来るよう繰り返し練習します。
前回から時間と場所が変更になりました。気軽にご参加
下さい。
指導：雅詠流吟詠会師範 卜部礁詠

待ち合わせ

720 初心者向け
詩吟教室
＜川中島ほか＞

今回はﾊﾟｷｽﾀﾝの方が経営するﾚｽﾄﾗ
ﾝへ。そこでﾊﾟｷｽﾀﾝ料理
（ﾗﾝﾁ）を摂
り、あと店主からﾊﾟｷｽﾀﾝの話を伺
います。また有志の男性のみ隣接
のﾓｽｸへ見学（10分程度）。

イライラになる

☎080-5700-0846
企：山内祥資

定：15名 参：3,900円 食入含
ルンルンが

阪神「千船駅」改
札口
（１つ）※梅田
駅 →12分、 神 戸 三
宮駅→33分

新春恒例の酒蔵開き、名門白鶴酒造⇒桜正宗へ。特徴は
昔の酒造りの道具等を主として展示しています。浜福吟
醸工房は現在の酒造りをガラス越しに見る事が出来、試
飲ｺｰﾅｰｼｮｯﾌﾟもあり、お酒好きな人にお勧め、又喜ばれ
ます。久しぶりに桜園酒蔵御膳で一献やりませんか。

西

☎090-5901-5752
企：前川泰雄

1月17日(月)
11:40集合〜14:00

容

阪急「京都河原町 新春初詣ウォーク、今回は京都祇園／東山界隈の恵比寿
駅 」 中 央 改 札 口。 神社・安井金比羅・霊山観音[資料館拝観]、八坂神社をゆっ
＊解散は四条河原 くりと巡り、開運と健康祈願・安全祈願をします。歩：
町
約４㎞。※コロナ対応の為会食は避けました。昼食を済
ませてお集まり下さい。＜雨天中止時は前日TEL＞
☎090-1023-0138
企：高嶋順次
定：15名 参：1,500円 入含

1月15日(土)
14:00集合〜18:00

718 二ホンのヨイと
こヘンなとこ/
パキスタン

内

関

717 灘五郷で蔵開き
こだわりの味に
酔い歓談

集合
（開催）
場所

定：10名 参：1,800円

721 大阪府庁舎本館 大阪メトロ谷町線 大正15年に建設、大正時代を彷彿させる建物の大阪府庁
「天満橋駅」南改札 本館は都道府県庁の中では最も古い建物です。当日府議
見学
1月20日(木)
9:15集合〜13:00

口
☎090-3896-2905
企：小牧敬二

722 ワインの好きな
方、小人数で静
かなひと時を！
1月21日(金)
16:00集合〜18:00

723 上方演芸特選会
1月21日(金)
12:30集合〜15:20

会議場，政庁の間、公文書総合センターなど大阪府庁本
館を見学の後、
「活力ある超高齢化社会のための生きが
いづくりと健康づくり」と題してお話を聞きます。
定：20名 参：2,400円 食含

近鉄「上本町駅」 「美人のママがイタリアで美味な料理に出会いその後イ
地上１階中央出口 タリア料理店で修業し独立」
「ママの母が創る」おばん
近鉄百貨店前
ざいとイタリア料理で家庭的な雰囲気の店です。
「飲み
放題」ワイン、ビール、焼酎、日本酒OK「カラオケ無し」
＊昨年8月コロナ禍で中止分。
☎090-8790-0580
企：折田一男
定：7名 参：6,000円 食含
文楽劇場正面＊大
阪メトロ・近鉄「日
本橋駅」７号出口
東へ１分
☎080-5358-7392
企：桃井克夫

落語、浪曲、漫才、講談、奇術、太神楽等々、さまざま
なジャンルの上方演芸をお楽しみいただけます。何が、
誰が、
出てくるかは当日のお楽しみです。文楽劇場小ホー
ルにて、全席が指定席でゆったり楽しめます。
★同シリーズ：3/12参照
定：20名 参：2,300円 入含
※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

724 カラオケ神戸
阪神「岩屋駅」改 家庭的な明るい雰囲気です。仲間とご一緒に楽しい時間
（阪神岩屋駅前・ 札口。大阪から直 を過ごして下さい。マイク、料理抜群です。ワンドリン
通 特 急 で 御 影 駅、 ク付き、追加飲み物は300円。
（中山さんの企画代行イベ
なみま）
1月23日(日)
12:50集合〜17:00

各停に乗り換え。

関

☎090-7367-1469
企：井上芳典

725 豪華新春公演・ 阪急「神戸三宮駅」
東改札口。
（JR神戸
桂文珍独演会

西

1月23日(日)
13:30集合〜16:30

線「三宮駅」西口
隣接）
☎090-7367-1469
企：井上芳典

ントです）
定：13名 参：2,100円
関西落語界の重鎮・桂文珍を迎え
て新春の落語独演会。爆笑の渦に
引き込まれて、日ごろの憂さも発
散。笑いは百薬の長、フレイル予
防の妙薬です。
定：12名 参：4,500円 入含

726 てくてくハイク 大阪メトロ御堂筋 街歩きです。新年のハイキングを楽しみましょう。西除
線「あびこ駅」南 川遊歩道〜布忍神社〜大泉緑地公園〜まぐろパーク〜大
Ⅱ西除川から
東改札口
（ 駅 長 室 阪メトロ「新金岡駅」 歩：約９㎞ 弁当・お茶持参
まぐろパーク
1月23日(日)
10:00集合〜15:30

側）
☎090-8821-3392
企：小田喜博

雨天中止は前日に連絡 まぐろパークで昼食予定、まぐ
ろ丼など自費でお召し上がりいただけます。
定：25名 参：1,200円

727 松葉蟹の季節に 阪急宝塚線「川西 松葉蟹が一番美味しい時期に、蟹専門店のオーナーのご
生蟹をお造りと 能勢口駅」西改札 厚意で、普段は中々口にすることが難しい松葉蟹のお造
りや生のしゃぶしゃぶをご用意して頂きました。季節の
しゃぶしゃぶで 口
1月24日(月)
11:30集合〜14:00

＊宝塚寄り改札口
☎090-1225-9950
企：森山隆輝

松葉蟹を堪能しましょう。焼酎は世話役が用意します。
今年は上等な生蟹が上がっていますので会費も…
定：15名 参：8,900円 食含

728 お医者落語家の 大阪駅前第2ビル５ 今回は「糖尿病」にかかわる外題2題。
「内緒のパーティー」
健康落語/内緒 階総合生涯学習セ と「錦鯉」。前者はある病院の相部屋で糖尿病患者がと
のパーティー他 ンター第○会議室 んでもないことを…。後者は江戸時代の絵師が錦鯉の絵
1月25日(火)
13:30〜15:00

〇→後日連絡
☎080-5700-0846
企：山内祥資

の評判が高まるにつれ、糖尿病が深刻になる話。出演者：
立川らく朝。杏林大学医学部卒業（CD講座）
定：10名 参：1,700円

729 ｳｲｽｷｰﾎﾞﾝﾎﾞﾝの 阪急京都線「上新 平安時代から乳牛を飼育していた「乳牛牧跡」⇒ウイス
キーボンボンの国内シェア７割の「丸赤製菓」⇒鯨の骨
「丸赤製菓」他 庄駅」南改札口
名所・旧跡探訪 ※ 梅 田 寄 り 改 札、 で出来た橋が新しくなりました「雪鯨橋」⇒1846年以降
1月26日(水)
10:00集合〜14:30

準急停車
☎090-8821-3392
企：小田喜博

730 プリザーブドフ 大阪市総合生涯学
ラワーアレンジ 習センター会議室
（大阪駅前第２ビル
を楽しむ
1月27日(木)
9:45〜11:45

５F）
☎080-1463-3072
企：藤村治雄

淀川の船便の事故が無くなった「逆巻地蔵」などを巡り
ます。歩約４ｋｍ。昼食は焼肉 JASSぶらりｳｫｰｸ
定：20名 参：2,200円 食含
生花と変わらない外観を持ちなが
ら、美しさを長く保つことのでき
るﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ。四季の花をア
レンジして楽しみませんか。講師
は、上田佳子さん。材料費含。
定：10名 参：3,800円

731 アンデスの縦笛 宝塚池田自治会館 コンドルは飛んで行くをご自分で演奏してみませんか？
きしもとタロー 阪 急、JR宝 塚 駅 か 竹田の子守歌、琵琶湖周航の歌等も楽譜なしで吹けるよ
ら徒歩６分、別途 うになります。楽譜が読めなくても大丈夫。ご自分専用
ケーナ教室
1月27日(木)
10:30〜12:00

案内します。
☎090-1078-4302
企：八木通夫
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の笛貸出し、自宅で練習可。途中参加でも問題なく吹け
るようになります。多方面で活躍中のきしもとﾀﾛｰ先生
定：15名 参：2,400円

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時
732 てくてくハイク
Ⅱ恒例の金剛山
寒中登山
1月28日(金)
8:50集合〜15:00

735 天満天神繁昌亭
1月31日(月)
13:30集合〜16:30

2月2日(水)
13:30〜15:00

繁昌亭前＊メトロ コロナ禍の先行き不透明、日本及び世界の政治経済の停
「南森町駅」JR東西 滞、等暗さが目立ちます。このような時こそ今を大切に、
線「大阪天満宮駅」 心身共に平常で健康で元気に日々を送りましょう。賑や
７号出口すぐ
かさが戻った繁昌亭で上方落語その他を笑顔でお楽しみ
下さい。 ★同シリーズ : 2/28,3/28参照
☎080-5358-7392
企：桃井克夫
定：25名 参：2,800円 入含
大阪駅前第2ビル５
階総合生涯学習セ
ンター第○研修室
〇→後日連絡
☎080-5700-0846
企：山内祥資

737 からくり人形と
身振り狂言鑑賞
と節分会

阪神「尼崎駅」
西改札口

2月3日(木)
10:00集合〜15:30
☎090-8821-3392
企：小田喜博

738 日本史２千年
（14）「平安⑤/
藤原道長」
2月3日(木)
9:45〜11:45

739 JASSぶらり
ウォーク：松ヶ
崎散策
2月5日(土)
12:30集合〜15:30

定：10名 参：8,000円

室町幕府は3代将軍足利義満の治世で確立された。鎌倉
期の守護から権限が拡大された。室町期では守護大名に
よる領国支配（守護領国制）が成立するが、それらの守護
大名を巧みに操ることによって幕府の権力は強化され
た。講師：大阪府高齢者大学校講師 清水秀司先生

待つつらさ

736 日本の中世・近
世歴史講座/室
町幕府

＜演目＞
・能楽若手能 ・舞囃子高砂
・舞囃子船弁慶・能道成寺
★開演前に能楽師から若干解説い
ただきます。★キャンセル不可

初めて知った

☎080-5700-0846
企：山内祥資

定：7名 参：5,000円 食含
待ちわびて

大槻能楽堂※最寄
駅→メトロ谷町線
谷 町 四 丁 目or谷 町
六丁目…徒歩7分

元銀行だった建物を改装したイタ
リアン店でパスタランチ。旧住友
銀行本店、日本基督教団大阪教会、
ダイビル本館等のレトロ建築巡り
解散：肥後橋 歩き：4㎞

西

大阪メトロ御堂筋
線「淀屋橋駅」北
改札口
☎090-3716-5491
企：竹田隆一

1月30日(日)
12:20〜17:00

容

南海「難波駅」改 恒例の金剛山寒中登山にチャレンジ。昼食は暖かい山頂
札 口8 : 50＊ 沿 線 の 食堂の予定。山頂の樹氷や野鳥が手に止まるのを楽しめ
方は「河内長野駅」 ます。金剛山ロープウエイ前〜葛木神社〜金剛山ロープ
改札口9 : 30
ウエイ前 アイゼン・ストック・軽食持参
（麺類の注文可）
歩約８ｋｍ 雨天中止は前日連絡
☎090-8821-3392
企：小田喜博
定：20名 参：1,200円

1月28日(金)
11:00集合〜15:00

734 能楽鑑賞会、特
に道成寺が見も
の/大槻能楽堂

内

関

733 レトロ建築deラ
ンチ（サリーレ
肥後橋）

集合
（開催）
場所

定：30名 参：2,000円
毎年節分の日には「大覚寺身振り狂言」
（兵庫県ふるさ
と文化賞）の奉納や「芦刈からくり人形」が上演され、
これらを見学します。また、活動を休止した嵐ﾌｧﾝが多
数訪れる櫻井神社や尼崎市立歴史博物館などにも立寄り
ます。歩約３㎞
定：20名 参：2,300円 食

大阪市立総合生涯 摂関家道長・頼通の父子が70年強に亘り人事権をもち権
学習センター
（大阪 力を独占し、荘園の多くが寄進される。天皇外戚の位置
駅 前 第2ビ ル ５ 階） 付けが途切れると、世は院政へと移っていく。
研修室
講師：今井敏昭氏
（京都産業大学・日本文化研究所・上
席特別客員研究員）
☎080-1463-3072
企：藤村治雄
定：20名 参：2,200円
京都市営地下鉄烏 五山の送り火「妙法」で知られる松ヶ崎の東山を始め周
丸 線「 松 ヶ 崎 駅 」 辺の低い山を散策。あまり知られていませんが、付近住
改札口
民の格好の散歩道。宝ヶ池方面へ下山して叡山電鉄宝ヶ
池駅で解散。歩：約５㎞。集合前に食事をとっておいて
ください。中止は、前日℡。
☎080-1463-3072
企：藤村治雄
定：15名 参：1,200円
※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

740 美味探訪⑯冬の 阪急箕面線「箕面 関西経済同友会トップいちおしのお店です。春夏秋冬、
そのときどきの珍味は絶品です。季節の和食をお楽しみ
箕面公園と絶品 駅」改札口
ください。
季節の和食
2月7日(月)
11:50集合〜14:00

関

☎090-7106-7343
企：井上淳信

定：10名 参：4,800円 食含

西

741 「灘黒岩水仙郷と ①阪急神戸線「西宮 ①撮影会約500万本の水仙が咲き誇る日本3大群生地のひ
とつ灘黒岩水仙郷と約300頭の野生の日本猿と触れ合える
ﾓﾝｷｰｾﾝﾀｰ」写真 北口駅」南改札口
撮影会と講評会 ②神戸東灘区文化 モンキーセンターにバスで行き、講師の指導のもと,写真
①2月 8日(火)
9:00集合〜18:00
②2月22日(火)
13:00〜16:00

センター（予定）

撮影を楽しみます。＜雨天決行＞②講評会 2月8日の作
品で2Lにプリントした作品5枚を講評します。講師：古
家輝雄氏
（日本写真協会会員）
参加費2日分前納返金なし。
☎090-4903-1795
企：荒木郁子
定：12名 参：7,800円 食・入・バス代別

742 ʻなぜʼがわかる 大阪駅前第２ビル 毎回6 〜 8種類のマジックをご覧頂き、そのうち3つの
テーブルマジッ ５階総合生涯学習 テーブルマジックを受講生が理解できるまで、指導しま
センター会議室
す。また、解り易く解説したレシピをお渡し致しますの
ク
2月8日(火)
10:00〜12:00

で、復習をして頂く事ができます。使用する品物は、ト
ランプほか。教材付で無料。講師：堤幸生氏
☎090-8821-3392
企：小田喜博

定：15名 参：1,500円

743 女性だけの健康 梅田”菜の花”
脳トレに最適と評判の麻雀を梅田”菜の花”で開催。全自
初めての方は案内 動卓、ソフトドリンク飲み放題です。“賭けない・飲ま
麻雀道場
2月8日(火)
11:00〜16:00

します
☎080-1463-3072
企：藤村治雄

ない・吸わない”の健康麻雀をJASSの女性仲間で、愉快
に楽しくエンジョイ。軽食用意願います。初めての方の
参加も大歓迎。
定：15名 参：2,500円

744 蟹大好きな方へ ＪＲ神戸線「元町 この2年中止になりました生蟹のフルコース（蟹酢、蟹刺
し、蒸し蟹、焼き蟹、蟹鍋等）を今年は実施予定です。
朗報、神戸で生 駅」東改札口
＊三宮寄りの改札 予約が難しいお店ですが、貸切で予約が出来ました。
蟹フルコース
2月8日(火)
17:00集合〜19:30

お店はJR元町駅から徒歩5分です。歩くのが苦手な方も
ご参加下さい。飲料は女将の奢りです。お土産付。
☎090-1225-9950
企：森山隆輝

定：12名 参：14,900円 食含

745 アンデスの縦笛 宝塚池田自治会館 コンドルは飛んで行くをご自分で演奏してみませんか？
きしもとタロー 阪 急、JR宝 塚 駅 か 竹田の子守歌、琵琶湖周航の歌等も楽譜なしで吹けるよ
ら徒歩６分、別途 うになります。楽譜が読めなくても大丈夫。ご自分専用
ケーナ教室
2月10日(木)
10:30集合〜12:00

案内します。
☎090-1078-4302
企：八木通夫

の笛貸出し、自宅で練習可。途中参加でも問題なく吹け
るようになります。多方面で活躍中のきしもとﾀﾛｰ先生
定：15名 参：2,400円

746 郷土料理と地酒 梅田・曾根崎警察 熊本と言えば馬刺しと酒多種、それも含めた熊本コース
の美味めぐり/ 暑前（地上）※参加 料理（竹輪サラダ、馬刺し三種盛り、桜しゃぶしゃぶ、
者へは個別に場所 馬スジみそ煮込み、雑炊）
。これに酒を加えて飲み放題
熊本県
2月10日(木)
14:40集合〜17:00

をご案内します
☎080-5700-0846
企：山内祥資

とします。ご婦人は500円返金。★2/1以降返金不可
定：20名 参：6,000円 食含

747 古地図を手に大 ＪＲ大阪環状線「森 今回は、森ノ宮駅から玉造駅までのコースです。猫間川
阪環状線一駅づ ノ宮駅」北改札口 跡→砲兵工廠碑→千間川跡→八王子神社→八阪神社→暗
越奈良街道→平野川。大阪砲兵工廠化学分析場など大阪
つ巡り食歩き
2月11日(金)
10:30集合〜14:00

城近くに作ったのは、アメリカに攻撃されないと軍部が
判断したのか？を質問したいですね、
、
、
☎090-8384-6358
企：西口和憲
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定：25名 参：3,500円 食含

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時
748 てくてくハイク
生駒散策らくら
く登山道
2月13日(日)
8:30集合〜14:30

集合
（開催）
場所

☎080-5700-0846
企：山内祥資

定：25名 参：1,200円
孔子と言えども「心の揺れを垣間
見た」とあります。ましてや私た
ち凡人においてをや。ただ、逆境
こそ人が育つ、です。指導：安岡
定子先生（
「やさしい論語」CD）
定：10名 参：1,800円

て右1分。

751 神様を知ろう
シリーズ②
一宮について

定：13名 参：2,100円

大阪市立生涯学習 一宮めぐりは現在も盛んです。
「一宮制」とは 大和を
センター
（大阪駅前 中心に畿内、そして全国の一宮についてのお話しです。
第2ﾋﾞﾙ5階）
講演者：畿内の史跡 歴史の探究者 木村三彦氏
☎090-9119-5749
企：中谷肇

752 琵琶湖一周健康
ウォーク
（堅田〜坂本）
2月16日(水)
10:20集合〜15:00

ＪＲ湖西線「堅田
駅」改札口。
＜解散はJR比叡山
坂本駅＞
☎090-1023-0138
企：高嶋順次

753 「上田酒造」酒
蔵見学 （前世
話役より承継）
2月17日(木)
10:30集合〜13:30

754 泉州の浪花酒造
見学と大阪湾産
海苔すき体験
2月18日(金)
10:15集合〜16:00

琵琶湖一周健康ｳｫｰｸ今回は湖西・堅田ｴﾘｱの再企画です。
堅田駅をｽﾀｰﾄし琵琶湖岸に出て堅田浮御堂,衣川湖岸緑
地,雄琴観光公園,坂本北町を通りJR比叡山坂本駅迄歩き
ます。
（雄琴観光公園では足湯が楽しめます）歩：約10㎞。
弁当・茶・雨具持参。[雨天中止時は前日TEL]
定：20名 参：1,600円

入含

近鉄生駒線「一分 創業400有余年、生駒の名水と生駒米を使い芳醇な香り
駅」改札口。近鉄 と上品な味わいをもつた銘酒を製造しています。特に
「現
奈 良 線「 生 駒 駅 」 代の名工」に選ばれた杜氏が一つひとつの工程を丁寧に
乗換2ツ目
仕上げています。製造工程を見学後、試飲の楽しみもあ
ります。昼食は美味しい松花堂弁当。お土産付き。
☎090-8790-0580
企：折田一男
定：20名 参：3,300円 食含
南海「難波駅」３
Ｆ北改札口 ＊沿
線の方「鳥取ノ荘
駅」改札口11：15
☎090-8821-3392
企：小田喜博

755 レトロ建築deラ
ンチ（長楽館：
祇園四条）

定：20名 参：2,000円

大切に

2月15日(火)
13:30集合〜15:30

起こさぬ気持ち

☎090-7367-1469
企：井上芳典

無断欠席

750 カラオケ北野坂 阪急「神戸三宮駅」 カウンターのない広いお店です。ナツメロにこだわりま
（いこい）。ナツ 東 改 札 前。 ＊JR三 せん。楽しい時間を過ごして下さい。ワンドリンク付き、
ノ宮駅西改札を出 追加飲み物500円。
メロを中心に
2月15日(火)
12:45集合〜17:00

西

大阪駅前第2ビル５
階総合生涯学習セ
ンター第○会議室
〇→後日連絡

関

2月14日(月)
13:30〜15:00

容

ＪＲ環状線「鶴橋 太田さん企画分。額田駅〜枚岡公園〜枚岡展望台〜らく
駅」外回り近鉄口。 らく登山道〜瓢箪山駅 歩：約８㎞ 弁当・お茶持参
沿線の方は近鉄額 雨天中止は前日に連絡します。
田駅9 : 10
☎090-8821-3392
企：小田喜博

749 論語を楽しく素
読/苦しいとき
には

内

京阪「祇園四条駅」
改札口

2月18日(金)
11:00集合〜15:00
☎090-3716-5491
企：竹田隆一

思ったより簡単・楽しい海苔すき体験。栄養豊かな大阪
湾で育つ養殖海苔で海苔すき体験をします。すいた海苔
は、後日ご自宅へ郵送。
（別途お土産付）
。午後は、300
年の伝統ある浪花酒造（住居、酒蔵共に有形登録文化財）
の見学と試飲です。ガイドによる観光案内あり。
定：20名 参：4,800円

食含

東華菜館、レストラン菊水を見な
がら、円山公園の長楽館まで歩き
ます。まるでベルサイユ宮殿のよ
うなお部屋でコースランチ。歩き：
２㎞
定：7名 参：8,000円

食含

※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

756 JASSぶらりｳｫｰｸ 近鉄奈良線「瓢箪 大阪から生駒山脈経由で奈良への旧街道は幾つか存在し
十三街道を歩き 山駅」改札口。解 ますが、今回は十三街道（業平街道とも云われる）を歩き
散は近鉄生駒線
（平 ます。
（瓢箪山駅〜水越東〜水呑地蔵院ʻ昼食、休憩ʼ 〜
ませんか？
2月19日(土)
10:30集合〜15:00

群駅）

関

☎090-2321-7878
企：中西太一

757 浪曲名人会

西

2月19日(土)
12:30集合〜17:00

国立文楽劇場正面
＊大阪メトロ・近
鉄「日本橋駅」７
号出口東へ１分
☎080-5358-7392
企：桃井克夫

十三峠〜平群駅）約11㎞。弁当、
飲み物持参。雨天中止（事
前連絡）希望者、音の花温泉（＠800）
定：10名 参：1,000円
浪曲は浪花節、即ち大阪発祥です。大阪の伝統芸能、年
一度の恒例の舞台、選りすぐりの浪曲師による名人芸の
披露です。人気と実力を兼ね備えた名人のその美声を、
語りを、節回しを、ご堪能下さい。その迫力に圧倒され
ることでしょう。
定：15名 参：4,300円 入含

758 ある高齢者の日 大阪駅前第2ビル５ ある高齢者（実は山内）がかかりつけの医師（実は講師の
常生活実例へ医 階総合生涯学習セ 李先生）に、日常生活の実態を語ります。その対話に参
師のアドバイス ンター第○研修室 加者皆さんのご意見を絡め、それぞれの生活実態の適否
2月19日(土)
13:30〜15:30

〇→後日連絡
☎080-5700-0846
企：山内祥資

を考える講座です。因みに、睡眠、運動、食事、趣味、
生活習慣・理念等。講師：福効医院院長 李一鳳先生
定：30名 参：2,000円

759 大阪城梅林散策 JR大阪環状線「大 大阪城梅林公園は大阪城二の丸の東部分にある約1.7万平
2月20日(日)
10:00集合〜14:00

阪城公園駅」改札 方mの広大な梅林で、多品種
（約100品種）の梅が早咲、
口
中咲、遅咲きと約1270本の梅が1月から3月中旬頃まで楽
しめます。昼食は、お好きなものを沢山戴いてもらうよ
うバイキングを“MIRAIZA”で。ガイド付き。
☎090-3266-5058
企：國司保夫
定：15名 参：3,500円 食含

760 中山道・江戸ま JR高山線「鵜沼駅」 鵜沼駅を出発し街道に合流、鵜沼宿から木曽川沿いに続
でウォーク⑩再 改 札 口 ＊ 大 阪 駅 く街道を第51次宿場町：太田宿迄歩き、宿場町中間点で
（鵜沼〜太田） 7 : 45発 新 快 速 前 よ 一旦街道と別れｺﾞｰﾙ地点のJR : 美濃太田駅に向かいます。
2月23日(水)
10:40集合〜16:30

り8号車に乗車
☎090-1023-0138
企：藤村・高嶋

761 魅惑の紀州路・ 南海「難波駅」
新春の歴史と万 ３Ｆ北改札口
葉ロマン探訪
2月23日(水)
9:00集合〜16:00
☎090-5901-5752
企：前川泰雄

歩：約9.3㎞。弁当・お茶・雨具持参。＜JRの乗車券は
各自購入／購入にあたっての詳細は追って連絡＞
定：12名 参：2,000円
徳川御三家に相応しい紀州55万石城下町シンボル和歌山
城⇒ﾏﾘｰﾅｼﾃｨｰ：関西を代表する海浜のリゾート黒潮市場
ﾎﾞﾙﾄﾖｰﾛｯﾊﾟ⇒紀州徳川家歴代藩主が訪れ繁栄を祈願した
寺：紀三井寺⇒歌人に愛されその景色歌に詠まれた：和
歌の浦をガイドの案内で訪れ、見て食べて遊ぶを満喫。
定：15名 参：7,800円 食交入拝含

762 焼肉の鶴橋で、 ＪＲ環状線「鶴橋 鶴橋は関西だけでなく、日本の焼肉の激戦区で、美味し
い焼肉店が数多くあります。その鶴橋から少し離れた場
食通を唸らせる 駅」中央改札口
極上の焼肉店へ （大阪駅寄りの改札 所にある、知る人ぞ知る極上の焼肉店にご案内します。
2月24日(木)
11:30集合〜15:00

口）
☎090-1225-9950
企：森山隆輝

牛肉は和牛の中でも最高牛をJASS特別仕様で頂きます。
焼肉大好きな方、是非ご参加下さい。
定：15名 参：6,400円 食含

763 アンデスの縦笛 宝塚池田自治会館 コンドルは飛んで行くをご自分で演奏してみませんか？
きしもとタロー 阪 急、JR宝 塚 駅 か 竹田の子守歌、琵琶湖周航の歌等も楽譜なしで吹けるよ
ら徒歩６分、別途 うになります。楽譜が読めなくても大丈夫。ご自分専用
ケーナ教室
2月24日(木)
10:30集合〜12:00

案内します。
☎090-1078-4302
企：八木通夫
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の笛貸出し、自宅で練習可。途中参加でも問題なく吹け
るようになります。多方面で活躍中のきしもとﾀﾛｰ先生
定：15名 参：2,400円

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

764 少人数の料理教
室・洋風料理

阪神「魚崎駅」改
札口※阪神梅田か
ら23分 直 通 特 急 停
車駅

2月25日(金)
10:00集合〜14:30

765 保久良、岡本梅
林散策

今回は だれにも喜ばれる洋風料理。①海老と茸のマリ
ネ ②牛ステーキ・ワインソース ③オニオングラタン
スープ ④リンゴとクルミのサラダ⑤スパゲッテｲ・ボ
ンゴレ⑥チョコレートケーキを講義のあと実習、会食。
エプロン、三角巾（バンダナ）持参。講師 岸暢子氏
定：10名 参：4,500円 食含

阪急神戸線「岡本 1．保久良梅林：少し坂を上る
（海抜185ⅿ）
。2．岡本梅林：
駅」改札口
梅は岡本、桜は吉野、ミカンは紀の国、栗は丹波と唄わ
れた。３．岡本駅のベーカリーテーブル岡本店でランチ
を。
☎090-3896-2905
企：小牧敬二

定：20名 参：2,700円 食含

768 懐メロをカラオ
ケで楽しむ会
2月25日(金)
13:00集合〜17:00

769 国会の先生と身
近に時事放談会
/立憲民主党
2月26日(土)
13:30〜15:00

企：笹井英雄

定：15名 参：5,800円 食交拝含

京都市営地下鉄烏
丸線「北山駅」改
札口。＜解散も北
山駅＞

社殿の多くが国宝・重文で、世界文化遺産にも登録され
ている上賀茂神社、門前にはかって神社に奉職した神官
達の屋敷が並ぶ「社家の家並み」があります。古き良き
京を偲ばせる道をゆっくりと散策します。すぐきの老舗
にも立寄ります。歩：約4.5㎞。[雨天中止時は前日TEL]

☎090-1023-0138
企：高嶋順次

定：15名 参：1,300円

会場の三喜はお初
天神の横。初めて
の方にはご案内さ
せて頂きます。

懐メロはいつの時代でも心の故郷。懐かしい時代を想い
出し、皆さんと 気楽に 楽しく歌いましょう。お友達
作りの機会にもして頂きたいと思います。５曲準備願い
ます。

☎090-8759-2189
企：原田秀雄

定：9名 参：2,100円

大阪駅前第2ビル５
階生涯学習セン
ター第〇研修室（〇
→確定後連絡）
☎080-5700-0846
企：山内祥資

770 てくてくハイク
Ⅱ行者山から宝
塚へ
2月27日(日)
9:30集合〜14:30

2月28日(月)
12:30集合〜16:00

地元選出の国会議員をお招きして
国政の懇話会）今回は立憲民主党
の森山浩行衆議院議員。現在の役
職⇒国/倫理選特委理事、党/役員
室次長。選挙区 比例近畿ﾌﾞﾛｯｸ
定：30名 参：2,000円

阪急今津線「逆瀬 梅の花咲く季節のハイキングを楽しみましょう。西山団
川駅」改札口
地〜行者山
（415ｍ）〜岩倉山反射板〜砂山権現〜塩尾寺
〜宝塚駅 一般向き 歩：約７㎞ 弁当・お茶持参 雨
天中止は前日に連絡
☎090-8821-3392
企：小田喜博

771 建部大社と紫式
部の石山寺で梅
を見る

皆困る

2月25日(金)
12:30集合〜15:30

花展も観賞する。
（70歳以上は公的証明証：入園無料）
昼食：よしむら北山楼（蕎麦：宴膳、美味です）

あなたの平気で

767 JASSぶらりｳｫｰ
ｸ：上賀茂周辺/
社家の道散策

阪急烏丸駅

無断欠席

766 京都御苑・植物 京都地下鉄烏丸線 京都御苑、京都植物園にて観梅。御苑では第119代光格
園の観梅。周辺 「丸太町駅」北改札 天皇から126代今上（令和）天皇に続く旧閑院宮邸を訪ね、
口。乗換 : JR京都駅、 隣接する「護王神社」をも訪ねる。植物園では春の大草
散策と食事
2月25日(金)
10:00集合〜15:00

西

2月25日(金)
10:00集合〜14:00

容

関

☎090-4903-1795
企：荒木 郁子

内

JR琵琶湖線「石山
駅」改札口（12 : 40
発バス乗車等‑各自
負担）
☎090-2410-5529
企：伊藤勝

定：25名 参：1,200円
近江一之宮の建部大社と紫式部の石山寺を訪問。JR石山
からバスで建部大社に移動、徒歩で瀬田の唐橋を渡りバ
スで石山寺へ。建部大社では、最初の千円札の本殿と日
本武尊を拝観。石山寺では梅の花等も鑑賞。集合前に昼
食を。バスでJR石山に戻り解散。雨天中止前日Tel。
定：20名 参：1,800円 拝含
※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

772 天満天神繁昌亭 繁昌亭前＊メトロ コロナ禍の先行き不透明、日本及び世界の政治経済の停
2月28日(月)
13:30集合〜16:30

関

「南森町駅」JR東西 滞、等暗さが目立ちます。このような時こそ今を大切に、
線「大阪天満宮駅」 心身共に平常で健康で元気に日々を送りましょう。賑や
７号出口すぐ
かさが戻った繁昌亭で上方落語その他を笑顔でお楽しみ
下さい。
☎080-5358-7392
企：桃井克夫
定：25名 参：2,800円 入含

773 現代史講座/朝 大阪駅前第2ビル５ 第二次世界大戦終結後、東西冷戦の渦に巻き込まれ南北
鮮戦争とその後 階総合生涯学習セ に分断された朝鮮半島。１９５０年に勃発した朝鮮戦争

西

3月1日(火)
13:30〜15:00

774 日本史２千年
（15）平安⑥/
白河天皇」
3月3日(木)
9:45〜11:45

ンター第○会議室 では、同じ民族同士が血を流し合う悲劇を味わった。し
〇→後日連絡
かし、戦争は休止しただけであって、終わったわけでは
なく、今も続いている。教材：池上彰現代史講義DVD
☎080-5700-0846
企：山内祥資
定：10名 参：1,800円
大阪市立総合生涯 摂関家後継者争いの指名権を本来孤立無援の白河天皇が
学習センター
（大阪 掌握する。権力は院政へ移行し、白川・鳥羽の地に広大
駅 前 第2ビ ル ５ 階） な院御所・御願寺が造営される。
研修室
講師：今井敏昭氏
（京都産業大学・日本文化研究所・上
席特別客員研究員）
☎080-1463-3072
企：藤村治雄
定：20名 参：2,200円

775 淀の河津桜で一 京阪「淀駅」中央 伊豆発祥の河津桜を伏見の淀で咲かせようと地元自治会
が２００６年から植樹を続け、現在１６０本の桜が咲い
足早い花見。昼 改札口
ています。桜の花見シーズン前に一足早い桜見物は如何
食はイタリアン
3月4日(金)
10:30集合〜14:30

でしょう。昼食は「隣の国宝さん」で紹介され、大評判
イタリアンの大扇食堂で食します。歩約３㎞
☎090-8821-3392
企：小田喜博

定：17名 参：2,900円

食含

776 JASSぶらり
近鉄「阿部野橋駅」 蘇我氏を滅ぼしたクーデターとその後の改革ゆかりの地
ウォーク
「大化改 西改札口。「橿原神 を巡る。石舞台古墳、都塚古墳、飛鳥宮跡、飛鳥寺・入
宮前駅」東改札
鹿首塚、水落遺跡・石神遺跡、甘樫丘など飛鳥時代の痕
新」
をめぐる旅
3月5日(土)
9:00集合〜15:00

10 : 00集合も可

☎090-2042-9940
企：宮永佳明

777 名曲クラシック
コンサート/
シューマンの真
髄
3月5日(土)
14:30集合〜17:00

778 吉本新喜劇
3月7日(月)
14:00集合〜17:00

フェスティバル
ホール会場正面入
口前
（JASS旗目印）
※最寄駅肥後橋駅
☎080-5700-0846
企：山内祥資
難波グランド花月
前＊大阪メトロ「な
んば駅」南出口を
出て徒歩３分
☎080-5358-7392
企：桃井克夫

跡が残る場所。バス代370円が別途必要。 歴史解説の地
元ガイド付。当日弁当、飲み物持参。
定：15名 参：1,300円
★大阪フィルハーモニー交響楽団
★演目 : ・ベートーヴェン/劇付随
音楽「エグモンド」序曲・シュー
マン/交響曲第4番ニ短調作品120
他◆参加費振込後ｷｬﾝｾﾙ不可
定：20名 参：6,300円
コロナ禍を忘れ、鬱々の気分から解き放されて、喜怒哀
楽の豊かな日常を取り戻しましょう。賑やかさが戻った
なんばグランド花月の上方のお笑いを楽しみましょう。
テレビとは違った生の迫力を肌で感じてみませんか。
★２月１日から取消不可
定：15名 参：5,800円 入含

779 ʻなぜʼがわかる 大阪駅前第２ビル 毎回6 〜 8種類のマジックをご覧頂き、そのうち3つの
テーブルマジッ ５階総合生涯学習 テーブルマジックを受講生が理解できるまで、指導しま
センター会議室
す。また、解り易く解説したレシピをお渡し致しますの
ク
3月8日(火)
10:00〜12:00

で、復習をして頂く事ができます。使用する品物は、ト
ランプほか。教材付で無料。講師：堤幸生氏
☎090-8821-3392
企：小田喜博
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定：15名 参：1,500円

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時
780 女性だけの健康
麻雀道場
3月8日(火)
11:00集合〜16:00

3月9日(水)
11:50集合〜14:00

梅田”菜の花”
脳トレに最適と評判の麻雀を梅田”菜の花”で開催。全自
初めての方は案内 動卓、ソフトドリンク飲み放題です。“賭けない・飲ま
します
ない・吸わない”の健康麻雀をJASSの女性仲間で、愉快
に楽しくエンジョイ。軽食用意願います。初めての方の
参加も大歓迎。
☎080-1463-3072
企：藤村治雄
定：15名 参：2,500円
阪急神戸線「芦屋 六甲全山縦走を５分割して踏破しよう。バス代各自で東
川駅」改札口北出 おたふく山登山口〜七曲がり〜一軒茶屋〜水無山
（804ｍ）
口
〜舟坂峠〜太平山
（681.2ｍ）
〜岩倉山
（488.4ｍ）
〜宝塚駅
約14ｋｍ 健脚向き 雨天中止は前日連絡 弁当・お茶
持参
☎090-8821-3392
企：小田喜博
定：20名 参：1,200円
JR山陽本線「舞子 アミ焼、鉄板焼とは違って、中華なべを使った焼肉
（な
駅」改札口
べ焼）です。お肉は柔らかく仕上がります。味は天下一
品です。周辺の舞子公園は松原が広がり、明石海峡大橋
が目の前。世界の絶景です。

783 生駒で国宝に指
定された建築物
と酒蔵を散策！

784 寺町散策と尼信
博物館見学

近鉄「学研北生駒 生駒市唯一の国宝に指定された建築物「長弓寺」で木造
駅」改札口。
（解散 の十一面観音立像
（重要文化財）が安置されている中で住
は生駒駅）
職の講和を拝聴します。その後食事
（お弁当）を頂き生駒
の酒蔵
（中本酒造店）
に寄り試飲を楽しみます。歩：４㎞。
＜帰りのバス代：290円は各自払い＞
☎090-8790-0580
企：折田一男
定：12名 参：3,300円 食拝含
阪神「尼崎駅」
南側中央改札口

3月9日(水)
10:00集合〜15:00
☎090-3896-2905
企：小牧敬二

動けない

3月9日(水)
10:30集合〜14:30

定：10名 参：5,800円 食含

時間が来ても

☎090-7106-7343
企：井上淳信

無断欠席

782 美味探訪⑰一風
変わった焼肉
（なべ焼）

容

西

3月9日(水)
9:15集合〜16:00

内

関

781 阪急沿線ハイク
六甲全山５分割
縦走その５完

集合
（開催）
場所

1.寺町：16世紀後半豊臣秀吉によって全国統一がなされ、
領主たちは支配体制を固めるために、寺院も1か所に集
めた。２．尼信博物館：展示資料：藩主松平家ゆかりの
重要文化財、尼崎指定文化財である歴史的資料あり。３．
都ホテル尼崎：少し贅沢な食事。 ガイド付き
定：20名 参：3,900円 食含

785 中山道・江戸ま JR中央本線「恵那 往路は青春18切符利用。恵那駅を出発し街道に合流。大
駅 」 ＊ 大 阪 駅7 : 45 井宿〜中津川宿間
（約11㎞）を歩き、最寄りのJR : 中津川
でｳｫｰｸ⑰再
（大井〜中津川） 発新快速8号車に乗 駅からJR特急/新幹線を利用し名古屋経由で帰ります＜
3月9日(水)
11:55集合〜18:10

車
（世話人同乗）
☎090-1023-0138
企：藤村・高嶋

786 アンデスの縦笛
きしもとタロー
ケーナ教室
3月10日(木)
10:30集合〜12:00

宝塚池田自治会館
阪 急、JR宝 塚 駅 か
ら徒歩６分、別途
案内します。
☎090-1078-4302
企：八木通夫

787 古民家のゆった
り席で予約制の
イタリアン
3月11日(金)
11:30集合〜15:30

帰路の交通費は各自払い＞。弁当・お茶・雨具持参。
（乗
車券/特急券購入にあたっての詳細は追って連絡＞
定：12名 参：4,500円

交含

コンドルは飛んで行くをご自分で演奏してみませんか？
竹田の子守歌、琵琶湖周航の歌等も楽譜なしで吹けるよ
うになります。楽譜が読めなくても大丈夫。ご自分専用
の笛貸出し、自宅で練習可。途中参加でも問題なく吹け
るようになります。多方面で活躍中のきしもとﾀﾛｰ先生
定：15名 参：2,400円

近鉄「大阪難波駅」 ※沿線の方、近鉄「五位堂駅」12：30集合。 落ち着い
東改札口 地下２ た空間の大きな古民家から庭園を眺めながら、いつもの
階
（大阪メトロ御堂 レストランとは違う、少し特別なひとときをお楽しみ下
筋線側）
さい。料理はﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙなどで修業したシェフ自慢の
完全予約制のイタリアンコース。お店まで歩約800ｍ
☎090-8821-3392
企：小田喜博
定：20名 参：4,400円 食含
※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。
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No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

788 古地図を手に大 JR大阪環状線「玉 今回は、玉造駅から鶴橋駅コースです。 玉造稲荷神社
→玉造教会→真田山軍人墓地→真田丸跡→木村蒹葭堂墓
阪環状線一駅づ 造駅」北改札口
所→味原池跡
つ巡り食歩き
3月11日(金)
10:30集合〜14:00

関

☎090-8384-6358
企：西口和憲

定：25名 参：3,500円 食含

789 終活、その「備 大阪駅前第2ビル５ 一人暮らしの方も、ご夫婦でお住まいの方も、子供と同
え」を考えます 階 生 涯 学 習 セ ン 居されている方も、将来のご自分の終末に備え、専門家

西

3月11日(金)
13:30〜15:00

タ ー 第 〇 研 修 室。（弁護士等）とよく相談した「備え」
（契約）が必要です。
〇→後日連絡
あなたにはどんな備えが必要か一緒に考えましょう。講
師：西天満オリーブ法律事務所弁護士大町良平先生
☎080-5700-0846
企：山内祥資
定：20名 参：2,000円

790 春の木津市場見 大阪地下鉄御堂筋 木津市場内で催される模擬セリに参加しませんか。和牛
や鮮魚が格安にセリ落とせます。市場内店舗は一般の方
学と模擬セリ参 線「大国町駅」
北口改札口
も自由に買い物が出来ます。お昼は市場内で新鮮な海鮮
加
3月12日(土)
9:30集合〜14:00

丼。厚岸産の牡蠣を食します。木津市場から「浪芳庵」
のお土産もあります。
☎090-8821-3392
企：小田喜博

定：20名 参：2,800円 食含

791 上方演芸特選会 文楽劇場正面＊大 落語、浪曲、漫才、講談、奇術、太神楽等々、さまざま
3月12日(土)
12:30集合〜15:20

阪メトロ・近鉄「日 なジャンルの上方演芸をお楽しみいただけます。何が、
本橋駅」７号出口 誰が、
出てくるかは当日のお楽しみです。文楽劇場小ホー
東へ１分
ルにて、全席が指定席でゆったり楽しめます。
☎080-5358-7392
企：桃井克夫

定：20名 参：2,300円

入含

792 カラオケ三ノ宮 阪急「神戸三宮駅」 ワイドスクリーンで歌いやすく、いい感じのお店です。
西改札口を出てエ 楽しい時間を過ごして下さい。小鉢、乾きもの付き。
（大瓶猩々）
3月13日(日)
12:45集合〜17:00

スカレーターを降 追加飲み物500円。
りた広場
☎090-7367-1469
企：井上芳典

定：13名 参：2,100円

793 てくてくハイク ＪＲ環状線「鶴橋 太田さん企画分。つくしの季節のハイキングを楽しみま
木津川から流れ 駅」外回り近鉄口。 しょう。新田辺駅〜木津川〜流れ橋〜京阪石清水八幡宮
沿線の方は近鉄新 駅 歩：約８㎞ 弁当・お茶持参 雨天中止は前日に連
橋
3月13日(日)
8:30集合〜14:30

田辺駅9 : 30

☎090-8821-3392
企：小田喜博

絡します。
定：25名 参：1,200円

794 皇室の菩提所・ ＪＲ京都駅「八条 御寺泉涌寺は皇室の菩提所であり、諸宗兼学の道場とし
御寺泉涌寺と智 口」タクシー乗場 て清浄無垢の法城です。当日は、涅槃会で日本最大の大
前
涅槃図が公開されます。又御座所と庭園を拝観する。智
積院を訪ねる
3月14日(月)
10:00集合〜15:00

積院で長谷川等伯の国宝障壁画を、大書院と庭園を拝観
する
（タクシー利用）
。昼食：ハイアットリージェンシー
企：笹井英雄

定：15名 参：8,500円 食交拝含

795 神様を知ろう
大阪市立生涯学習 「神とは？」
「神々の分類」
「神仏習合」
「神々の習合」など、
シリーズ③神々 センター（大阪駅前 極めて難解なテーマに挑戦します。
第2ﾋﾞﾙ5階）
講師：畿内の史跡 歴史の探究者 木村三彦氏
の世界を語る
3月15日(火)
13:30集合〜15:30
☎090-9119-5749
企：中谷肇
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定：20名 参：2,000円

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

796 懐かしい邦画観
賞会/「青い山
脈全編」

大阪駅前第2ビル５
階生涯学習セン
タ ー 第 〇 会 議 室。
〇→後日連絡。

3月15日(火)
13:00〜15:30

3月16日(水)
10:15集合〜16:00

JR琵琶湖線「能登
川駅」改札口＊大
阪8 : 59/京 都9 : 29発
の新快速に乗車
☎090-1023-0138
企：髙嶋順次

3月17日(木)
9:30集合〜14:00

阪急「西宮北口駅」 コロナ禍でも米国経済は好調で、米国株は史上最高値を
２階東改札口
更新です。日本経済、日本の株価は良くありません。そ
解散も西宮北口駅 の理由について金融経済論がご専門の滝川好夫教授に解
説して頂きます。今回も西宮開催で昼食は廣東料理で評
判のお店です。コロナで日程変更の可能性もあります。
☎090-1225-9950
企：森山隆輝
定：15名 参：4,800円 食含
JR「大阪駅」
桜橋口改札口

3月18日(金)
10:30集合〜15:00

3月19日(土)
10:00集合〜15:00

近鉄「大阪阿部野
橋駅」西改札口
＊沿線の方は壺阪
山駅
（11 : 10）
集合
☎090-8821-3392
企：小田喜博

801 京セラドーム球
場で阪神ーオ
リックス戦観戦
3月19日(土)
17:30集合〜21:30

802 柏原風情ある織
田家ゆかりの城
下町雛巡り散策
3月20日(日)
9:00集合〜16:00

803 弁当を持込み銭
湯利用の地ビー
ル工場見学
3月21日(月)
11:30集合〜15:30

梅田付近の美味しいパン屋、５店
程度を巡る。ブルディガラが目玉。
行列店は場所確認のみ。ランチは
ウェスティンホテル大阪でランチ
コース。歩き：４㎞
定：7名 参：6,000円 食含
春を感じる菜の花が咲誇る高取城下町。城から繋がる土
佐街道沿いの町家の軒先、出窓、母屋に美しく雛人形が
約100箇所飾られています。昼食は、地産食品の特別弁
当を頂きます。壺阪山駅から町家まで３分程度です。
歩約３㎞ ＪＡＳＳぶらりウォーク

思いやり

☎090-3716-5491
企：竹田隆一

800 高取城下町。町
おこし「町家の
雛祭り」見学

定：20名 参：2,300円 交含

迷惑かけない

799 大阪の美味しい
パン屋巡り（梅
田付近）

定：15名 参：1,800円
琵琶湖一周健康ｳｫｰｸ今回は湖東ｴﾘｱを歩きます。能登川
駅からｽﾀｰﾄ地点の水車橋迄ﾀｸｼｰにて移動。湖周道路を北
上し三津屋迄歩き、路線ﾊﾞｽにて彦根駅に向かいます。
（路
線ﾊﾞｽ代：310円各自払、ﾀｸｼｰ代は参加費に含む）
歩：10㎞。
弁当・お茶・雨具持参。[雨天中止時前日TEL]

Ｊ ＡＳＳくらぶ

798 神戸大学・滝川
名誉教授の時事
経済講演と会食

監督：今井正、主な出演者：原節
子、池部良、杉葉子、＜あらすじ
＞戦後間もないある田舎町へ東京
から新任女教師が現れる。新旧の
社会変革が女学園を舞台に展開。

西

797 琵琶湖一周健康
ウォーク（水車
橋〜三津屋）

容

関

☎090-5165-2516
企：平野孔子

内

定：20名 参：2,200円 食

京セラドーム
（2階） 京セラドーム球場でオープン戦の阪神ーオリックス戦を
東口左へ約100ｍレ 食事しながら観戦。今年の阪神タイガースの戦力を探る
ストランアサヒで 最初の試合です。久しぶりに外出してサテライト席で大
受け付け
いに楽しみましょう。大阪メトロ中央線「千代崎ドーム
駅」下車徒歩5分、JR大阪環状線「大正駅」下車徒歩7分
日程変更あり
☎090-3266-5058
企：國司保夫
定：15名 参：5,600円 食入含
ＪＲ神戸線「尼崎 可愛い春が到来。美味しい雛巡り。太鼓櫓⇒木の根橋天
駅」東改札口、セ 然記念物樹齢千年⇒柏原八幡宮：京都石清水八幡宮の別
ブンイレブン前
宮⇒織田家廟所⇒丹波黎明館：有形文化財⇒柏原藩陣屋
跡柏原藩2万石居館⇒柏原歴史民俗資料館等歴史ある町
並で買物・食事を楽しみましょう。
（ガイド案内付）
☎090-5901-5752
企：前川泰雄
定：15名 参：5,900円 食交入拝
阪急京都線「淡路
駅」西改札口
※淡路駅から１駅
梅田寄りの駅
☎090-8821-3392
企：小田喜博

JASSぶらりｳｫｰｸ。弁当を持込み
（少しおつまみ付）
、銭
湯利用の地ビール工場見学後、牛乳瓶入りのビールで乾
杯＆昼食、JASS貸切。細川ガラシャの墓がある「崇禅寺」
。
江戸時代に洪水対策水路を５０日で完成の「中島大水道
跡」等を巡ります。途中ｽｰﾊﾟｰに立寄。 歩約３㎞
定：20名 参：800円
※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。

81

No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

804 中山道・江戸まで JR中央本線 : 中津川 初日のみ青春18切符を利用、JR新快速・普通を乗り継ぎ
ｳｫｰｸ⑱再
（馬籠/ 駅＊大阪7 : 45発/京 中津川駅に向い街道に合流、落合宿〜馬籠宿迄（8.7㎞）歩
都8 : 20発 新 快 速 前 き馬籠で宿泊、2日目は妻籠宿〜三留野宿迄（10.5㎞）歩き、
妻籠/三留野）

関

3月22日(火)
12:10集合1泊2日
3月23日(水)
17:10解散

より8号車に乗車< 最寄りの南木曽駅からJR特急/新幹線を利用し名古屋経
世話人同乗>
由で帰阪します。＜帰路の交通費は各自＞宿泊代：約1.1
万円は当日徴収。初日の弁当、茶、雨具持参。
☎090-1023-0138
企：藤村・高嶋
定：12名 参：6,400円 交含

西

805 中国・朝鮮半島 大阪駅前第2ビル５ 私たちの常識では、「渡来人」は「小舟でバラバラと海
階総合生涯学習セ 峡を渡ってきた」とのイメージですが、中国・朝鮮半島
情勢から見た
「渡来人」の実像 ンター第〇研修室 側に立って探ってみると、どうやらそうではなさそう？
3月22日(火)
13:30〜15:00

〇→後日ご連絡
☎080-5700-0846
企：山内祥資

ではどんな背景や手段で渡来したのだろうか？といった
講座です。講師：神戸学院大学特任講師 鵜飼昌男先生
定：20名 参：2,000円

806 楽しく「京友禅」 京都地下鉄「烏丸 草花・風景など美しい模様を型紙を用い、京友禅型絵染
の作製体験と食 御池駅」北改札口。 めの体験をします。ハンカチ、ランチョンマット、風呂
乗 換JR京 都、 阪 急 敷、好みの物に染めます。衣服を汚さずに、楽しく美し
事
3月23日(水)
10:00集合〜15:00

烏丸、京阪三条駅
企：笹井英雄

いものが仕上がります。その後、染工場を見学します。
材料費含。昼食：ANAクラウンプラザホテル京都
定：16名 参：7,900円 食交含

807 香具山の「万葉 近鉄「大和八木駅」 古代人には「香しい山」「神聖な山」そして万葉集の三
の森」周辺をの 南 出 口（ 解 散 も 同 山歌の中でも最も多く歌われ万葉歌碑9か所めぐりと壮
じ）
大でミステリアスなロマンに触れる。そんな不思議な山
んびり散策
3月24日(木)
10:00集合〜15:00

周辺をのんびりと歩いてみましょう。歩：平坦約４㎞。
往復ﾊﾞｽ代340円は各自。ガイド付き。食事は特製弁当。
☎090-8790-0580
企：折田一男

定：10名 参：4,000円 食含

808 纏向遺跡、箸墓 近鉄大阪線「桜井 ʻ邪馬台国ʼ畿内説の最有力地として有名なʻ纏向遺跡ʼと箸
古墳の散策と大 駅」改札口。解散 墓古墳（卑弥呼の墓かも？）を廻るロマン溢れる地へ、最
後は大神神社に参拝。距離は４㎞。昼食は三輪そうめん
神神社への参拝 はJR三輪駅。
3月24日(木)
10:00集合〜14:00

で有名なʻ本店ʼで食して戴きます。
☎090-2321-7878
企：中西太一

定：10名 参：3,400円 食含

809 アンデスの縦笛 宝塚池田自治会館 コンドルは飛んで行くをご自分で演奏してみませんか？
きしもとタロー 阪 急、JR宝 塚 駅 か 竹田の子守歌、琵琶湖周航の歌等も楽譜なしで吹けるよ
ら徒歩６分、別途 うになります。楽譜が読めなくても大丈夫。ご自分専用
ケーナ教室
3月24日(木)
10:30集合〜12:00

案内します。
☎090-1078-4302
企：八木通夫

の笛貸出し、自宅で練習可。途中参加でも問題なく吹け
るようになります。多方面で活躍中のきしもとﾀﾛｰ先生
定：15名 参：2,400円

810 JASSぶらりｳｫｰ 近鉄・京都地下鉄 城南宮を訪れ神苑を拝観した後、平安遷都の際、羅城門
ｸ：城南宮〜鳥 「竹田駅」南改札口。 からまっすぐ南にのびる道が造られ、熊野詣などに利用
された「鳥羽の作り道」を、鳥羽離宮跡から魚市場遺跡
羽作り道を歩く
3月25日(金)
10:30集合〜15:00

迄歩きます。その後、路線ﾊﾞｽで京都駅に向かいます。歩：
約5㎞。弁当・茶・雨具持参。[雨天中止時前日TEL]
☎090-1023-0138
企：高嶋順次

定：15名 参：2,000円

拝含

811 蓬莱で豚饅の手 大阪メトロ御堂筋 大阪名物は豚饅とシューマイと言われています。蓬莱で
豚饅４個とシューマイ10個の手作り体験をし、作ったも
作り体験と髙島 線「難波駅」
屋資料館の見学 中改札口 解散は のはお土産としてご自宅に。蒸している間に蓬莱でラン
3月25日(金)
11:00集合〜15:30

メトロ日本橋駅
☎090-1225-9950
企：森山隆輝
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チを頂きます。体験が終わると新装となった高島屋資料
館を見学します。美味しい下町コロッケのお土産付き。
定：15名 参：5,700円 食含

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

No. イベント名・日時
812 幻の大仏鉄道遺
跡巡りと豪華絢
爛佐保川の桜
3月26日(土)
10:15集合〜15:30

3月27日(日)
10:00集合〜14:30

ＪＲ大和路線「加 昨年大好評の企画再登場。わずか９年の幻。加茂と奈良
茂駅」改札前。解 を結んでいた大仏鉄道の橋台・橋脚などの遺跡１０キロ
散は近鉄新大宮駅 を巡ります。歴史を感じながら早春の大和路を散策。今
回は奈良随一の豪華絢爛・佐保川の桜並木も満喫。弁当
持参下さい。大阪駅8 : 58発の大和路快速が便利です。
☎090-7367-1469
企：井上芳典
定：15名 参：1,200円
京セラドーム（2階） 京セラドーム球場で阪神ー広島戦を食事しながら観戦し
東口左へ約100ｍレ ます。セーリーグ公式戦です。今年の阪神タイガースの
ストランアサヒで 戦力を探る最初の試合です。久しぶりに外出して大いに
受け付け
楽しみましょう。大阪メトロ中央線「千代崎ドーム駅」
下車徒歩5分、JR大阪環状線「大正駅」下車徒歩7分
日程変更あり
☎090-3266-5058
企：國司保夫
定：15名 参：5,600円 食入含
ＪＲ学研都市線「Ｊ
Ｒ三山木駅」改札
口 ＊近鉄三山木
駅より１分

815 城北公園の桜観
賞

☎090-3266-5058
企：國司保夫

816 歴史散歩：三井
寺と桜の疏水等
を巡る
3月28日(月)
13:30集合〜16:30

JR湖西線「大津京
駅」改札口
＊ 解 散：JR琵 琶 湖
線「大津駅」
☎090-2410-5529
企：伊藤勝

817 天満天神繁昌亭
3月28日(月)
13:30集合〜16:30

818 映像で巡る全国
名刹の仏像/如
来③
3月29日(火)
13:30〜15:00

819 神戸異人館と旧
外国人居留地周
辺散策
3月30日(水)
10時集合〜14:30

大阪の北にある城北公園は春に桜、初夏に花菖蒲、秋に
菊など季節の花々が楽しめるところ。桜の名所はあまり
知られていないが、遅咲の桜が綺麗です。園内で評判の
軽食を戴きます。大阪駅からバスで城北公園まで移動す
る
（バス代は各自負担）

仇になり

3月27日(日)
10:00集合〜14:00

JR「大阪駅」中央
改札の南改札口
市バス守口車庫34
番に乗車

定：25名 参：1,200円

待つ心情

☎090-8821-3392
企：小田喜博

街歩きです。そろそろ桜が咲き出す時期のハイキングを
楽しみましょう。山本の渡し〜藪の渡し〜下狛の渡し〜
開の渡し〜祝園神社〜武埴安彦破残旧跡〜祝園の渡し〜
菅井の渡し〜近鉄「新祝園駅」
・ＪＲ「祝園駅」 歩：約
７㎞ 弁当・お茶持参 雨天中止は前日に連絡

遅刻者を

814 てくてくハイク
Ⅱ木津川の渡し
場跡巡り

容

西

3月26日(土)
17:30集合〜21:30

内

関

813 京セラドーム球
場で阪神ー広島
戦を観戦

集合
（開催）
場所

定：15名 参：2,000円 食含
お能でも有名な三井寺
（園城寺）と疏水の桜等を楽しみま
す。湖西線大津京駅⇒新羅善神堂⇒弘文天皇（大友皇子）
陵⇒円満院⇒三井寺‑金堂/三重塔/観音堂等⇒琵琶湖疏
水⇒商店街 : 大津曳山展示場等⇒大津事件の碑⇒琵琶湖
線大津駅解散。雨天中止前日Tel。歩7㎞。
定：20名 参：1,700円

拝含

繁昌亭前＊メトロ コロナ禍の先行き不透明、日本及び世界の政治経済の停
「南森町駅」JR東西 滞、等暗さが目立ちます。このような時こそ今を大切に、
線「大阪天満宮駅」 心身共に平常で健康で元気に日々を送りましょう。賑や
７号出口すぐ
かさが戻った繁昌亭で上方落語その他を笑顔でお楽しみ
下さい。
☎080-5358-7392
企：桃井克夫
定：25名 参：2,800円 入含
大阪駅前第2ビル５
階総合生涯学習セ
ンター第○研修室
〇→後日連絡

今回は「如来③」の巻。
・薬師三尊/薬師寺（奈良市）・薬
師如来/新薬師寺
（奈良市）
・薬師如来/神護寺（京都市）
・
薬師如来/獅子窟寺（交野市）
・薬師如来/勝常寺（福島県
湯川村） 解説：法輪寺住職 宮﨑純光師

☎080-5700-0846
企：山内祥資

定：20名 参：2,000円

JR「三宮駅」中央 ドイツの貿易商（風見鶏）
、アメリカ領事館の邸宅（萌黄）
。
改札口出た所
北野異人館
（風見鶏、萌黄、ラインの館）を訪れます。昼
食は近くの北野ホテル六甲荘で少し贅沢な食事をしま
す。午後は旧外国人居留地周辺を巡ります。ガイド同行。
☎090-3896-2905
企：小牧敬二

定：20名 参：4,700円 食入含
※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。

83

No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

内

容

820 18きっぷで行く JR「大阪駅」中央 金華山上にある稲葉山城（岐阜城）や斎藤道三の築いた
岐阜：信長・道 改札口みどりの窓 「城下町」の足跡と天下布武を掲げ織田信長が描いた夢
三ゆかりを巡る 口前 京都駅発着 の跡を地元ガイドの案内で巡ります。勿論長良川沿いの
3月30日(水)
7:30集合〜19:00

もあり

川原町などレトロな空間も多く残っています。市内のバ
ス代420円は各自。荒天中止等は、前日までに℡。

関

☎080-1463-3072
企：藤村治雄

定：18名 参：8,600円

西
《関東のイベント紹介》
No. イベント名・日時

集合
（開催）
場所

91 【JR全線完乗⑲】 関西本線
「JR難波駅」
関西本線
（関東企画合流） 改札口
1月30日(日)
11:50集合〜18:20

（JASS旗目印）
☎090-4439-7159
企：守屋俊彦

84

内

容

JR難波駅から名古屋駅まで走る関西本線。生駒山地を超
えて、歴史香る奈良市内、木津川に沿って走る渓谷沿い
の変化に富んだ車窓を見ながらの旅へ。昼食は駅弁を用
意。なお、原則として行程中ほぼ列車内の予定です。解
散はJR名古屋駅。【関東地区との合同イベント】
定：6名 参：5,900円 食交含

企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料

定型イベント情報
No. イベント名・日時

川柳

集合(開催)場所
淀川区民センター

川柳は人間風詠の短文芸、気軽に川柳を楽しみません
か。｢笑い、軽み、うがち｣で五七五にまとめます。鉛筆
とメモ1枚で気軽に楽しめます。一度ご見学してみませ
んか。
講師：番傘川柳本社 大堀正明氏
定：20名 各回 参：1,400円

西

☎072-753-2247
企：大西宏明

容

関

822 1月10日(月)
823 2月 7日(月)
824 3月 7日(月)
13:00 〜 15:00

内

今も心に残る歌をご 芦屋市民センター 懐かしい歌を10曲程度歌います。咽喉に負担をかけない
218号室
で歌い続けるにはどうしたらよいか優しく・丁寧に実技
一緒に(月曜日組)

カラオケうた吉
（水曜日） うた吉：
北区曽根崎2-14-7
06-6363-1881
初めての方はお電
話ください
ご案内いたします。
☎090-8384-6358
企：西口和憲

カラオケ梅田

三喜：お初天神の
すぐ横、初めての
方にはご案内させ
ていただきます

834 1月 7日(金)
835 1月21日(金)
836 2月 4日(金)
837 2月18日(金)
838 3月 4日(金)
839 3月18日(金)
13:00 〜 17:00

☎090-8759-2189
企：原田秀雄

カラオケは上手下手を競う場所ではありません。その効
用は、①発声力で健康増進、②なるべく新しい曲を覚え
ましょう→脳の活性化、③情感を育む機会に、④友達を
つくる、ことにあります。その結果として⑤上手くなれ
ば儲けもの、とぐらいに考えてください。
一緒に楽しみましょう。１ドリンク付（参加費当日払
い）
定：11名 参：2,300円

もう一度

828 1月12日(水)
829 1月26日(水)
830 2月 9日(水)
831 2月23日(水)
832 3月 9日(水)
833 3月23日(水)
12:30集合〜 17:00

場所と時間を

（初めての方はご として教えていただきます。主として外来の懐かしい曲
案内します）
を日本語で楽しく歌います。 講師：藤島章子氏（大阪教
☎090-5165-2516
育大学音楽科卒、同大学院声楽専修修了）
企：平野孔子
定：30名 参：1,700円

集合の

825 1月10日(月)
826 2月14日(月)
827 3月14日(月)
9:50集合〜 12:00

明るく楽しい新人の方大歓迎。常連の方との気さくで和
気藹々の楽しい雰囲気の場です。あなたの余生の遊び場
として楽しんで下さい。お友達作りの機会にもして頂き
たいと思います。好きな曲を輪番で5曲唄って頂きます。
1ドリンク付き。（当日払い）

定：9名 参：2,100円(各回当日)

※ イベントの参加と申込方法は、P 88 をご覧ください。
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サ ー ク ル 情 報
No.

日

時

サークル名・開催場所

内

関

皆んなで楽しもうと思う人 （初心者〜高段者・男
囲碁せきとば 玉屋ビル303号 女共OK）は参加下さい。会の様子を見て、意見を
室 大阪市北区天神橋3-7-7
聞いて、運営方法を考えます。最初は申告棋力に
☎090-1152-8024
よる対局とします。
☆大阪メトロ：南森町駅出口No5 ☆継続の方は申込み不要
JR大阪環状線：天満駅、又
は東西線：大阪天満宮駅
企：笹井英雄
定：20名 参：3,000円( ３ヶ月分前納返金なし)

囲碁
（JASS会）

1207 月1回第4木曜日
1月27日(木)
2月24日(木)
3月24日(木)
13：00〜18：00

西

大阪市立総合生涯学習センター
阪急
大阪梅田駅 阪急
百貨店

N

Osaka
Metro
御堂筋線

状線

梅田駅

ka M

Osa

曾根崎警察署

大阪駅前第 2 ビル
5・6 階

大阪駅前
第 3 ビル

北新地駅

福島
警察署

田
野

日本セカンドライフ協会関西事務所

SALA 英会話・
上新庄校

上新庄駅

日本セカンド
ライフ協会
関西事務所

デイリーヤマザキ
上新庄駅北口店

至 京都

阪
急
京
都
線

線
戸
神
急
阪

戸
神

479

淀川 区役所

東出口

西出口

十三バイパス

阪急十三駅

加島

阪急
宝塚
線

至

〒

ジャパン
淀川
警察署
176
ハロー
ワーク

176

N

玉川

天然温泉 満月

P
至

線

環

吉野小学校

176 野中南公園

淀川区民
センター

状

JR

至宝
塚

至豊
中

建設局
北事務所

阪神高速道路
消防署
福島区民センター

JR東西線

大阪市立淀川区民センター
N

〶 福島郵便局

前

所

ス
役
バ
区
島
福

大阪駅前
第 4 ビル

JR 東西線

野田
阪神駅
福島区役所
福島区保健福祉センター

至梅田

阪神電車

野田

町線

谷
etro

線
前
日
千
鉄
下
地

西梅田駅

Osaka
Metro
四つ橋線

至神戸

阪神
百貨店

マルビル
大阪駅前
第 1 ビル

海老江

阪環

駅
梅田

大阪
阪神

福島区民センター

JR大

東梅田駅

阪駅

JR大

容

UFJ 銀行

至 梅田

至 梅田

淀川通

淀

内環

状線

関西スーパー
瑞光店

TEL 070-1436-5932
FAX 06-6795-9868
〒533-0004 大阪市東淀川区小松 2-4-4-201
YS ハイム 2F

川

○最寄駅：阪急十三駅下車（西口）
北へ徒歩約 7 分、国道
（176号線）
沿い
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企：企画者 歩：歩行距離 定：定員 参：参加費 食：食事 交：交通費 入：入館料・入場料・入園料 拝：拝観料
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イベントのお申し込み方法と受付結果のお知らせ
１．お申し込み方法
①インターネットでのお申し込みが便利です。
JASS ホームページの中段「◆イベントのお申し込み」からお申し込みください。
JASS からお申し込み受信済みのメールが届きます。
②巻末の「イベント・サークル申込書」でのお申し込みもできます。
一般のハガキまたは FAX（03−3512−3585）もご利用ください。
「登録電話番号」とお名前はお申し込み者情報の登録や検索のキーとなりますので必ずご記入ください。
③これまでにお申し込みされたことのある方も、登録電話番号とお名前は必ずご記入ください。
前回お申し込み時以降に「登録電話番号」または「住所（住居表示）」の変更があった場合は、必ず当該
欄の 今回変更 の文字を線で囲んでください。

２．参加者決定方法と受付結果のお知らせ
①抽選締切日までのお申し込みは、一旦集計の上、定員をオーバーしたイベントは抽選により参加者を決定
します。抽選締切日は原則として 3、6、9、12 月の第 1 日曜日です。
（表紙および１頁に記載。
）
②抽選後「参加可」「キャンセル待ち」などの受付結果をご通知します。
（抽選日から１週間経過しても受付結果票が届かない場合は、事務局までご照会ください。
）
③「参加可」イベントについては、送付された「払込取扱票」により参加費を振込期限までに必ずお振り込
みください。
④「キャンセル待ち」イベントについては、待ち順位をお知らせし、キャンセルが出次第、順番に繰り上げ
ご参加のご連絡をします。ご夫妻でお申し込みの場合でも、お 1 人ずつ繰り上がることがあります。
⑤抽選後でも定員に達していないイベントは、随時受け付けていますので、ホームページの「イベント申込
状況」または事務局に電話確認の上、いつでもお申し込みください。
お申し込み後、10 日程度経過しても受付結果票が届かない場合は、事務局までご照会ください。

３．参加をキャンセルされる場合
①お申し込みのイベントをキャンセルされる場合、2 週間以上前のキャンセルは極力 FAX でお願いします。
2 週間を切ったキャンセルと FAX をご利用されない方は電話でお願いします。できるだけ早く事務局ま
でご連絡ください。
②キャンセルお申し出時に、入金済参加費を活用してイベントの追加申し込みができます。詳細は次頁をご
覧ください。
③キャンセル待ちの間でも参加できなくなった場合は、速やかに事務局までご連絡ください。

４．キャンセル返金手数料について
①開催日の 1 週間前の応当日正午までのキャンセル→参加費から 1,000 円（キャンセル手数料）を控除した
額を返金。従って参加費 1,000 円以下のイベントは返金しません。
※１週間前の応当日が土・日・祝日の場合には、その前の営業日。
例：水曜日開催の場合は、前週水曜日の正午まで。日曜日開催の場合は、9 日前の金曜日の正午まで。
②上記①以降、すなわち開催日の 1 週間前の応当日正午以降のキャンセル→返金しません。なお、参加費が
未振込みの場合には、参加費と同額を徴収します。
③「○月○日から取消不可」と記載のあるイベントで参加不可能となった場合→返金しません。
（当該イベントに特段の指示がない限り代わりの参加者を指定できます。
）
④返金は口座振り込みとしております。返金口座未登録の方は、キャンセル時にお申し出ください。
★ご不明の点は事務局までご照会ください。（土・日・祝祭日を除く 9：00 〜 16：00）
●本部事務局 03 3512 3580
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●中部専用電話 090 1476 7587

●関西専用電話 070 1436 5932

「キャンセル返金の振替」制度ご利用上の注意
１．振替先イベントは次号でも結構です。
例えば、6 月のイベントをキャンセルして、8 月に振り替えることができます。
但し、キャンセル振替時点で次号が発行されている場合に限ります。
２．振替先イベントは、キャンセルと同時に新たに申し込むものに限定させていただきます。
申し込み済みで未払いのイベントには充当できません。
３．複数のイベントをキャンセルし、1 件のイベントに充当すること、及び 1 件をキャンセルし、複数
に充当することもできます。（複数から複数はできません。）
複数のイベントをキャンセルする場合は、参加費の小さい方から順に充当し、振替先イベントの参
加費に達するまで振り替えます。
４．実施日前 1 週間を切ったキャンセルは返金できませんので、振り替えもできません。
５．当日集金のイベントへの振り替えはできません。
６．振替済みイベントをキャンセルして再度別のイベントに振り替えることはできません。
７．振替充当は参加費のグロスで行い、手数料の控除は行いません。差額が余剰の場合は返金し、
不足の場合は振込取扱票をお送りします。
８．電話での追加申し込みは正式の申し込みとなりません。
キャンセル振替の申し込みは下記の
「
（JASS）
キャンセル振替依頼票」
をコピーしてFAX または郵送し
てください。
９．振替先イベントのハガキ、FAX、インターネットでの申し込みは不要です。
10．振替申し込み受付後、受付結果票を発送します。
（お申し込み後、5 日経過しても受付結果票が届かない場合は、事務局までご照会ください。
）

（JASS）キャンセル振替依頼票
FAX 送信先 03‒3512‒3585
年

月

日

申し込み済みイベントをキャンセルし、送金した参加費を新たなイベントに振り替えてください。
氏名
登録電話番号
1 件キャンセルして、1 件もしくは複数に振り替える場合
キャンセルするイベント No. と開催日 送金済み参加費 振り替えて新たに申し込むイベント No. と開催日

（

）号 No.

（

月

日）

（

）号 No.

（

月

日）

（

）号 No.

（

月

日）

（

）号 No.

（

月

日）

（

）号 No.

（

月

日）

参加費

複数キャンセルして、1 件に振り替える場合
キャンセルするイベント No. と開催日 送金済み参加費 振り替えて新たに申し込むイベント No. と開催日
（

）号 No.

（

月

日）

（

）号 No.

（

月

日）

（

）号 No.

（

月

日）

（

）号 No.

（

月

日）

（

）号 No.

（

月

参加費

日）
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下票をコピーしてご利用ください。

03−3512−3585

１

90

１

