発 行 平成２９年８月

事 務 局 だ よ り
URL:http://www.sjc.ne.jp/ashiya/

第

２００

会員数

号

公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
〒659-0062 芦屋市宮塚町２－２
ＴＥＬ ０７９７－３２－１４１４
ＦＡＸ ０７９７－３１－９２２３

１，０８９名
（男 620 名･女 469 名）
（７月末現在）

～『設立３０周年記念式典』のご案内～
記念事業実行委員会では、設立３０周年を祝い、様々な記念事業を企画していますが、今月は『記
念式典＆記念講演』のご案内をいたします。

１１月１９日（日） １３：００～１６:３０

開催日時：

場所：ルナホール

◎ 記念式典（オープニング演奏・表彰・３０年の歩み（ＤＶＤ）の放映
◎ 記念講演（角 淳一氏をお迎えし楽しいお話を伺います）・お楽しみ抽選会
★式典への『出欠ハガキ』を同封していますので、必要事項を記入の上、９月１１日(必着)までに
返送をお願いします。（切手不要） お手数ですが、欠席の方も返送してください。
★会場の都合上、ハガキによる出席回答がない場合、当日の参加ができません。
これまでにも事務局だよりに掲載してきましたが、いよいよ９月から記念事業が実施されますので
お知らせします。

～是非、観に来て、聴きに来て、参加してください！～
９月９日（土） 『シルバーオンステージ』 １１:３０会場

１２:００開演

市民センターの音楽室で初めての発表会です。 歌、詩吟、
三味線、手品、コーラス、アンサンブル等など、既に１０数
組の出演申込みがあります。
出演希望申込みは８月１０日が締切ですので、まだの方は
お急ぎください。（申込用紙は事務局にあります。）

１０月２２日(日) 『シルバーフェスティバル』

１０:００～１６:００

はつらつ館全館＆南側道路の一部が歩行者天国になります。
このイベントもセンターにとっては、初めてのお祭り
です。お餅つき(ぜんざいのふるまい)、新鮮野菜市、
出店、小物販売、バルーンアート、キッズコーナー、
健康コーナー、バザー等々 粗品進呈もあり！

バザー用の品物、とっておいてください！！
ご家庭で不用な贈答品・日用雑貨･食料品（消費期限内のもの）・電化製品・ＣＤ、ＤＶＤ等々処分せずにとっ
ておいてください。収益金は寄付いたしますので、ご協力お願いいたします。（古着は受付なし。下着・靴下の
新品のみ）＊受付日等は、１０月の事務局だよりでお知らせします。

１１月１８日（土）～２０日(月) 『会員作品展』 市民センター３０１・３０２号室
会員の力作を展示します。絵画、写真、各種手作り作品等々こちらもまだ募集中。８月末が締切で
す。お待ちしています。
記念誌に掲載する「会員の声」を募集していますが、まだまだ掲載に余裕があります。
「会員の声」
せっかくの機会、「記念誌」にご自分の文章を載せてみませんか？

募集中！

文字数：150 字・内容「シルバーとのかかわり」
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～～事故ゼロ運動～～

第１０回３０周年記念事業部会
全シ協来局（企画事業・安全指導）
入会説明会
第２回女性部会
第３回会員活動委員会
芦やん小町「顔ヨガ講座」
新入会員オリエンテーション
第３回安全委員会
第６回記念事業実行委員会
第４回事業運営部会
地区懇談会（浜西地区）
兵シ協安全適正研修会（安全委員他）
第１０回３０周年広報・記念誌部会
兵シ協安全訪問指導
第１０回３０周年総務・式典部会
兵シ協監事研修（阿守監事・髙橋監事）
事務局会議
地区懇談会（ＪＲ東地区）
３０周年記念・安全就業推進大会

今期間は除草作業中の損害事故が１件発生。
細かい注意をはらって、安全に就業しましょう！

無事故達成日数
傷害事故
１０７日
賠償事故
２５日（８月７日現在）
８月の安全パトロール

７月のパトロールは雨のために中止となりました
が、８月２日向井委員長、永井・冨岡・巻野委員の４
名が除草・剪定現場の５か所を巡回。安全就業だけ
でなく、暑い中での屋外作業の会員に向け、熱中症
予防についても注意喚起しました。屋外はもちろんで
すが、屋内作業でも水分を十分に摂取し、決して無
理なく就業するよう心がけて下さい。

事業運営部会
●第４回 （７月２１日）
・平成２９年度芦屋市との定例合同会議について
・平成２９年度芦屋市への要請行動について
・センター同好会の設置要綱について

安全委員会
●第３回 （７月２０日）
・安全推進大会について
・安全パトロールについて

ＭＡＮパワーチーム
換気扇掃除の無料モニター募集中!!
換気扇のレンジフード（羽タイプでないもの）を
ＭＡＮパワーチームの会員が無料でお掃除させ
ていただきます。是非、ＭＡＮパワーチームのス
キルアップにご協力ください！！
※先着５名 ＊作業は８～１０月の予定
事務局までお電話下さい（家事援助担当：今井・箱﨑）

専門委員会
●第３回 会員活動委員会（７月１４日）
・同好会設置要綱について
・地区懇談会について
・後期会員研修ツアーについて

兵シ協・調理補助講習会
☆平成２９年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

あわてず あせらず 深呼吸
☆兵シ協安全就業スローガン（H29 年度～H31 年度）

危ないぞ 言える勇気と 聞く心
☆全シ協 全国統一スローガン（H29 年度～H31 年度）

事故防止､急ぐな､あせるな､気を抜くな
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兵シ協主催の講習会が芦屋市で開催されます。
調理に興味のある方は、予定を調整し受講して
ください。別紙申込書を同封しております。
お知り合いにも是非お声掛けください。
●日程：９/６・７・８・１１・１３・１４・１５
●時間：１０：００～１５：００ ●受講料：無料
●定員：１５名 ●募集期間：７/２０～８/２５

【介護予防・日常生活支援総合事業】

芦屋市生活支援型訪問サービス従事者研修のご案内
平成２９年度から実施されている「介護予防・日常生活支援総合事業」。シルバー人材センターは
「福祉の担い手としてサービス提供をする側」となり、地域の支え合い体制づくりを推進するために行
政と連携し、この事業に参画しています。生活支援型サービスでは、要支援１、２の方等を対象に、生
活援助(買い物、調理、洗濯、掃除等)を行います。
この総合事業に関わる仕事に従事するためには、市が実施する２日間の「芦屋市生活支援型訪問
サービス従事者研修」の受講が必要となり、受講後に芦屋市から交付される「修了証」を持っているこ
とが就業の条件となります。
平成２９年度第２回目の研修が下記のとおり開催されます。申込用紙は当センターにありますので、
ご来局下さい。
●日時：９月２６日（火）・９月２９日（金） 両日とも９：００～１６：１０（２日間すべての受講が必要）
●場所：はつらつ館 大会議室
●定員：５０名（先着順） ●受講料：無料
●申込期間：９月１日（金）～９月１５日（金） ●内容問合：芦屋市福祉部地域福祉課（３８－２０４０）

企画委員会からのご案内【会員スキルアップ講座】

接遇講習会（対人折衝のノウハウを学ぶ）
～気持ちの通い合う仕事をするための人間関係の作り方～
心理学の基礎知識を応用しながら顧客との対応や周りのひとたちとの 折衝・対応のやりかたを見直
し、心地よい人間関係をつくるコツを学ぶ講座です。
☆
☆
☆
☆

はじめての出会い・・良い人間関係をつくるには・・・・
私はだ～れ・・・・・
「わたしの性格」の再認識
「ひと」は どんな時に喜びを感じるか？
良い人間関係は、仕事のスピード、グレードを高める。

などなど・・・・・

さあ始めよう！ 新しい 「わたし」と「あなた」の関係を！！
●日時： ９月４日（月）１３：３０～１５：００・９月２７日（水）１０：００～１１：３０ ●場所：大会議室
＊２日とも同じ内容です。どちらかにお申込みください。
●講師：岡部 記代子氏・森 信行氏 ●定員：２０名 ●受講料：無料

避難訓練を実施しました！
７月２８日(金)火災発生を想定した避難訓練及び消火訓練
を行いました。
日頃大切な子ども達と関わっている「子育て支援班」や、
おさらい教室の「教育班」の会員、当日はつらつ館に来館して
いた「はつらつコール」のメンバー等、
事務局職員も含め約４０人が参加。非常
ベルと同時に消防署への通報訓練、職員の誘導により避難階
段や避難はしごから避難訓練。その後は、芦屋市消防職員の
指導のもと消火器による消火訓練も行いました。災害に備えて
避難設備の確認が出来て良かった等の声がありました。
←２階の中会議室東側ベランダから、梯子を使って
子育て室からはお人形を抱っこして階段で避難→
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地区懇談会開催日のお知らせ

刃 物 研 ぎ
●打出商店街「まごのて」
８月９日（水）
●はつらつ館（野菜市同時開催） ８月３０日（水）

★受付は１０時～１２時まで
★料金：25ｃｍ以下６００円・25.1ｃｍ以上８００円
(阪急以南・臨港線以北)
引取り研ぎ料金：１本８００円
★柄の付替・砥石の面直しもできます(別途見積)

会報「はつらつ芦屋」第２５号
投稿記事募集しています！
１月発行予定の第２５号に掲載する記事を
募集しています！
●「芦屋のココが好き」・・・芦屋市内のお気に
入りの場所はありませんか？文章とできれば写
真もお願いします。
●「健康の秘訣」・「旅行記」・「ペット自慢」
などなど、なんでも結構です。ご応募お待ちし
ております！

夏限定！ゆかた着付け教室
ゆかたの着付けと帯の結び方
～基本からアレンジまで～
花火&祭りに是非ゆかたで！お知り合いにもお声
掛け下さい。
●日時：8/10・8/24(木)10～12 時・13～15 時
●料金：1 回 2 時間 1,500 円

該当地区の方には、別紙案内状を同封しておりま
すので、必ず出欠の返事をお願いします！
対象地区
町 名
開催日
阪急東地区 朝日ヶ丘・岩園
８月２６日(土)
会員活動委員会

地区懇談会報告 ２件
浜西地区の場合・・・7/22
浜西地区は地区集会所が無いことから、もし集まる
ならどこで？日にちを固定する？持ちより会はどう？等
の意見もあれば、シルバー会員だけで集まる必要があ
るの？という意見も。世話人からは、事務局だよりの配
布時、顔を見てお渡しできれば、との積極的な意見もあ
りました。

ＪＲ東地区の場合・・・7/29
地域単位で何をするの？必要？などの思いもあります
が、近所付合いも自治会活動も少し希薄になっている
昨今、せめてご近所のシルバー会員同士くらいは挨拶
できらたね、そのためには顔合せしないと挨拶も出来な
いね、ということで、町単位で少しずつ顔を合わせる機
会をつくることからスタートとなりそうです。楠町は４２人
の会員に対して地域班世話人が１人だったことから、今
回の懇談会での世話人を増やして協力していくことにな
りました。

安全推進大会開催しました

阪神東地区：ラジオ体操しました！

地域班・世話人の増員

んのラジオ体操実技指導があり、「充実した清々しい朝
でした」「次回も参加したい」との声もあり、地域の絆が
深まりました。８月は毎週日曜日開催！（6：15～）

８月６日（日）春日公園で阪神東地区主催のラジオ
７月３１日、３０周年記念事業の一環として、安全
体操が行われ、会員・市民３２名が参加。体操終了後、
推進大会を市民センター３０１号室で開催。９８名
の会員が参加しました。詳細は別紙をご覧ください。 芦屋市ｽﾎﾟｰﾂ健康課の権藤氏とｽﾎﾟｰﾂ推進員の濱野さ

●ＪＲ東地区・楠町２分割 増員 入部兼昭
今回の分割により、世話人数は４３名になりました。

「しるば～たいむず１３号」及び「３０周年イベント
開催のチラシ」が８月中に全戸配布されますので、
見てくださいね！
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月・火
17：30～18：30
週１(相談)
１１～１４：00
週１回木曜
午前２時間
週２～３回
7：00～9：00
17：30～20：30

お仕事の紹介（請負・委任）
時間等
週２回
午前４時間
週３日程度
6：00～10：30
週３日程度
6：30～10：00
日～土(ローテ)
１日４時間
日～土(ローテ)
１日４時間
週３～４日
8：00～12：00
月か火で月２
10：00～12：00
月・木・金
8：00～10：00
木（月４）
午前１時間
火
8：30～10：00
火・金
9：00～10：30
月４回木曜
午前１時間
月～日(火休)
7：00～10：00

日～土(ローテ)
17：00～22：00

月～土(週 4)
8：30～11：30

週１回（水か金）
午前３時間
週１回
３時間
週 2～3
３時間
金
午後３時間
週１回
３時間
月
14：00～16：00
月・金
2 時間
月水金
午前 3 時間
月２回
２時間
水・土・日
3 時間
週１回
午後 2～3 時間
金
午前３時間

募集人数

１名
１名
１名

１名
１名
１名
１名

★事務局内にも随時掲示していますので、
ご来局下さい。

１名
１名

はつらつ野菜市

１名

原則毎月最終水曜、はつらつ館西側で開催中！
８月３０日
９月２７日
１０月２５日
１１月２９日

１名
１名

配分金の支払日

１名

７月就業
８月就業

１名
１名

８月１５日（火）
９月１５日（金）

はつらつ館・入会希望者説明会の日程
８月８日（火）

１名

９月１２日（火）
１名
1名
１名
１名

新入会員です！よろしくお願いします
１名
１名
１名

退会会員です。長い間ありがとうございました
１名
１名

衣類のお直し、りフォームいたします!!

１名
１名

日時：８月１４・２８日（月）９：００～１１：３０
＊原則は毎月第２・第４月曜

１名

網戸・ふすま・障子、張替えます！
当センターの技能班が引き取りから

１名

お届けまで責任をもってお受けします！

１名

芦屋霊園内のお墓清掃引き受けます
お墓清掃班が、忙しい貴方代わって芦屋霊園内の
お墓清掃を承ります

１名
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会員対象 各種講座等のおしらせ
芦やん小町「お手玉の会」 会員どなたでも参加ＯＫ！

お知らせ

月に１回（第３木曜日１３：３０～１５：００／大会議室）⇒８月１７日（木）
シルバーオンステージ
出演予定！
もしもしかめよかめさんよ～♪
９月９日（土）
昔から親しまれているお手玉遊び、色々な楽しみ方があります。もちろん今月
舞台に上がって一緒に
からの参加でも大丈夫！お手玉は、上手な人、下手な人、皆それなりに楽しめ
楽しくお手玉で踊りましょう！
ます。まずは一度覗いてみて下さい。男性参加も OK です。
★８月２４日（木）10：00～12：00 お手玉用の布を裁断します。ぜひお手伝い下さい！

会員のための健康体操講座
●日程：８/１６・９/６・２０（水）１４：００～１５：３０ ●場所： はつらつ館２階 大会議室
●講師： 三谷千尋会員
●費用 ：３００円/１回
●持ち物等 ： バスタオル・飲みもの

ＭＡＮパワーチーム研修
毎月第４火曜日にＭＡＮパワーチームが講師となって、清掃講習会を開催します。出席は男女問わず。
ぜひご参加ください。
●日時 ： ８月２２日（火）１５：００～
●場所 ： はつらつ館

市民公開 各種講座等のおしらせ
ワンコインイングリッシュ

らくらくイングリッシュ

英語で楽しむ映画とポップス
８月２６日（土）10:00～12：00（原則毎月第４土）
映画「You've Got Mail」2/3 回
●受講料：５００円＋テキスト代 50 円

中学英語で気楽に楽しむ英会話

8/5・19、9/2・16・30（土）10:00～12：00
（原則毎月第第１・３土曜日）

●受講料：１回５００円＋テキスト代 50 円

パ ソ コ ン 講 座
◆パソコン講座＝募集各講座 10 名
①Windows10 入門 9／4・11・25（月)
②ワード中級 9／4・11・25（月)
時 間 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30
受講料①②3 回 2,000 円（会員特典）（教材費別）
●場所：シルバー人材センター はつらつ館
●申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

◆個人教室＝募集人員 各日 5 名
タブレット個人教室 9/6・13（水)
スマホ個人教室 9/20・27（水)
個人教室 9/8・15・22・29（金)
時間 10:00～12:00 完全マンツーマン方式
パソコン・タブレット・スマホ持参可
受講料 各日 2 時間 各 2,500 円

着 付 教 室

書 道 教 室

●日 程：８/１０・２４（木）原則第２・４木曜
●コース：①初心者コース②中級コース③１回コース
●受講料：①６０００円 ②７２００円（各全６回）③２０００円
午前の部 １０時～１２時 午後の部 １３時～１５時
上記日程のお好きな日の午前か午後を選んでご予約を！

「はつらつ写真館」

●日程：８/１・１５、９/５・１９（火）原則第１・３火曜日
●時 間： 成 人 １３:３０～１５:３０
小学生 １６:００～１７:００
●受講料（月額）：会員２５００円・一般３０００円
小学生２５００円 ＊教材費５００円含む

会員は特別割引！

プロが撮る記念の１枚！肖像写真や家族写真を撮りませんか？
●日時：１０月５日（木）10：00～12：00（偶数月・第１木曜日に開催） ●場所：はつらつ館 作業室１
●定員：１０名
要予約 （申込用紙は事務所にあります）
●撮影料：一般＝3000 円 会員＝1500 円 ●プリント料：２Ｌ１枚＝200 円 Ａ４1 枚＝500 円
＊複数ポーズ可。その場で画像を確認し写真を選べます。 （撮影・プリント料は当日頂きます。）
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親睦＆交流のための「会員同好会」
活動日・場所

ゴルフ同好会
ＡＳＧ会
囲碁同好会
写真同好会
(デジイチ会)
絵画クラブ
“ＯＬＩＶＥ”
はつらつサロン
ワイ・ガヤの会

編み物同好会
ビデオ散歩
倶楽部
ダーツ同好会
ＡＳＤＣ
麻雀同好会
(すずめクラブ)
知的財産研究
同好会
カラオケ同好会
“ひばりクラブ”
将棋同好会
アンサンブル
同好会
（♪ど～れ♪）

お知らせ・コメントなど・・・

今回は、９月６日水曜日に開催致しますので、ご注意ください。
会員の皆さま、ご参加をお待ちしています。新規会員も募集中です。
プレー場所：ウエストワンズカンツリー倶楽部 (加東市上三草 1136-67/ＴＥＬ0795-42-2401)
プレー時間：８時５６分スタート
費用：6,930 円(昼食込) 免税６００円（７０歳以上）
担当：向井 小幡 津川

毎週水曜日・9：30～12：00
はつらつ館２階作業室 ★見学自由
毎月第１水曜日・13：30～
はつらつ館 ２階中会議室

初心者からプロ級の方までどなたでも
ＯＫ！ その日のメンバーで対戦です。
カメラ愛好会です。見学に来てください！
問合せ：黒住
毎回モーチーフを持ち寄り、「パステル・
毎月第２・４木曜日 13：00～16：00
水彩・デッサン・鉛筆画等、会員の個性
８月１０日・２４日はつらつ館中会議室
を出し、絵を描くのを楽しんでいます。
８月１３日(日) 10：00～11：30
急に予定がなくなった、待ち合わせに時
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室
間がある等、気軽にお立ち寄りください。
毎月第３火曜日 9：30～12：00
和気あいあいと楽しく作品作りをしていま
はつらつ館 ２階作業室
す。編物初心者でも大丈夫！
映画を観て語り合い感動の時間を分かち 次回は ９月１２日（火）13：00～16：00
合います （奇数月の第２火曜日開催）
上映予定：
「奇跡のシンフォニー」
はつらつ館中会議室（会員は鑑賞自由） ＊どなたでも参加自由 （２００７年 米映画）

８月１４日（月）/13：00～15：00
初めての方大歓迎！１ゲームおよそ３，０００
歩程度の運動量です。一度体験にお越しくだ
●ラポックスホール（入口は西側）
さい。楽しいですよ！
(ＪＲ芦屋駅南ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ２階）
８月１２日（土） 9：00～１２：00 ８月２６日(土) 13：00～16：00 「はつらつ館」
麻雀は強い人が勝つとは限らない、初心者が大勝したり予想のつかないゲームで
す。その日の星占いの良い人が・・・？？？ 女性大歓迎！
女性会連絡先： 河内 小林
皆で意見を出し合って話し合う同好会です
８月１３日(日) 13：30～15：00
“こうしたらいいのに“（仕組みと制度）・
(毎月第２日曜日) ＊自由参加
“こんなのあればいいのに”（便利グッズ）
●池田泉州銀行芦屋支店２階会議室
８月２０日（日）は発表会(定員にて締切） ９月は１９日(第３火曜日)に定例会です。
１２時～ミュージックサロンＱＵＥＳＴＩＯＮ
いつも通りジャンカラ芦屋店で開催予定。
＊同好会活動ＰＲのための写真撮影有り 会費：５００円(ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ付)
８月１０日・２４日(木) 9：30～12：00 涼しい部屋で熱い戦いを！是非覗いて
はつらつ館２階 中会議室
みてください。 初心者歓迎します。
その日のメンバーで対戦します。
駒の動かし方からお教えします。
毎月第１土曜 14：00～16：00
弦楽器・管楽器・鍵盤楽器等など何でも
場所：はつらつ館（西側出入口使用） OK！楽しく一緒に演奏しませんか～♪
上記ほかに他所で月１回練習あり。
～＊問合せ：入部
毎月第１・３水曜日 13：30～15：30
（作業室１又は２）
♪５月に立ち上がったばかりです♪

ウクレレ同好会
はつらつ館
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ）
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ウクレレ弾こうよ！日本語ハワイ語何でも
歌おう！音符なんて読めなくてもＯＫ！
見学だけでもＯＫ！見に来てください。

歩こう会

～神戸キリンビール工場見学～８月１９日(土)９:４０集合(時間厳守)

いよいよ真夏到来。今年春には明石公園の桜花見としゃれこみましたが、今回は
神戸キリンビール工場を訪問。見学の後、つくりたての最高級ビールを試飲したいと思い
（通算４２回目）
ます。アクセスは一番簡単な、神姫バス直行便で往復します。（片道 660 円）
４ヶ月ぶりの実施です
出来立てビールに興味のある方等々どなたでも奮ってご参加ください。(雨天決行)
9：40 に芦屋市シルバー人材センター事務所西側に集合。
２０１７年幹事
今回は工場見学での１時間の徒歩ですので、軽装でＯＫ。事前申込は不要です。
榎本
行程：事務所～芦屋駅発～三ノ宮でバス乗車～正午頃現地到着～工場内レストラン
(予定) 昼食～見学＆試飲(無料)～14：10 工場出発～15：24 三ノ宮ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ到着

新たなお誘い

♪♪♪聴いて、詩を覚えて・・・
８月３１日（木） 13：30 作業室２
ＪＡＺＺ(ジャズ)を楽しみませんか？
興味のある方、まずはお会いしましょう！
是非、ご一緒に・・・・・・集まれ！！！ 問合せ： 水田

★夏休み★子ども企画★
将棋教室開催しました

Ｋｉｄｓプログラミングスクールを開催

7/25・8/1・8/8 の３回シリーズで夏休みこども
将棋教室を開催。講師は将棋同好会の森 信行
会員、岡垣莞治会員です。クイズ形式での将棋の
歴史に始まり、楽しい対戦、もしかして、将来のプ
ロが誕生するかもしれませんね！

夏休みの特別企画で７月２６・２８日の２日
間、 ＩＴ才能を早い時期から育てよう！と、平山
壽邦会員が講師となって、Ｋｉｄｓプログラミングス
クールを開催しました。子供たちは自分で作成し
た作品に大満足でした。

顔ヨガ講座を開催しました
７月１５日（土）芦やん小町主催のミニイベント「顔ヨガ」
講座がはつらつ館で実施されました。
フェイシャルヨガアドバンス認定インストラクターＭＩＷＡ氏
を講師にお呼びして、２時間みんなで、顔をクチャクチャ
にしたり伸ばしたり楽しい時間を過ごしました。
皆さん、続けていますか？１０歳若返りましたか？

顔ヨガに参加して
2176 西ケ花 淳子
「１０歳若返る」夢のような言葉に、喜んで参加しま
した。久しぶりにじっくり鏡を見たら、内心「エ～？」でし
たが、ＭＩＷＡ先生のアドバイスを聞いて、あぁ～なる
程ねと納得しました。コツコツ続けていく事が大事なん
ですね。１０歳とまではいかなくても、５歳位若くなって、笑顔のチャーミングな女性に“頑張るぞ”
全員素敵な笑顔で、楽しい芦やん小町でした。ありがとうございました。
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