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会 員 数 

１，１３９名 

 男 620名･ 

女 5１９名

（５月末現在）

３年ぶりにルナ・ホールで「令和４年度定時総会」を開催しました 
５月２６日(木)、令和４年度定時総会が開催されました。議決権総数 11４１人（５月２６日現在）のうち、

７９５名（当日出席１７３名、委任状６１９名、特別会員３名）の出席となりました。 

向会員の司会進行で、理事長の挨拶、20 年永年会員表彰（５名）、10 年会員表彰（５２名）が行われ、

表彰状と記念品が授与されました。このたびは、コロナ感染拡大防止を考慮し時間短縮のため、来賓は

お招きせず、メッセージのご紹介のみとなりました。 

議長に星隈会員が選出され、報告事項４件、決議事項１８件の審議が行われました。今年度は、役員選

考委員会についてとキッチンカフェなりひらに関する質問があり、役員（理事会）からの答弁も行われまし

た。役員改選の年度でもあり、９人が再任、６人の新任役員が承認されました。総会終了後すぐに理事会

が開催され、理事長に山中健氏、副理事長に石野由紀子氏、常務理事に三井幸裕氏が選任されました。 

３期就任されて退任される役員２名には、理事長から感謝状が贈られました。また、理事会開催中は、

安全・適正推進委員が事故の状況報告、安全就業を呼びかけました。新役員紹介の後は、安全標語優

秀作品表彰があり、最優秀賞には神井正光会員、優秀賞は澤田邦洋会員と森和代会員に賞状と記念品

が授与されました。  （↓座席は１つあけて着席）         （永年１０年表彰の皆様）

役員紹介  （写真右下）           （特別表彰）             （永年２０年表彰） 

理事長 山中 健 再任 

副理事長 石野由紀子 再任 

常務理事 三井 幸裕 新任 

理事 石本 英一 新任 

入部 兼昭 再任 

北風 文子 新任 

後藤 好幸 再任 

阪口 忠之 再任 

黒葛野三雄 再任 

中村 寿子 新任 

中山 裕雅 再任 

檜田 隆子 再任 

森 信行 新任 

監事 阿部 貞明 再任 

上野 義治 新任 
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退任あいさつ

前常務理事兼事務局長 北田恵三 

平成26年 4月から長きにわたり、大変お世話

になりました。 在任中は、役員の皆様はじめ会員

の皆さん、そして事務局職員の皆さんには、ご指

導とご支援を頂きましたことに、感謝とお礼を申し

上げます。私自身、市の職員では体験できない貴

重な経験をシルバーでさせていただきました。改

めて感謝を申し上げます。 

第 2次中期事業計画（令和元年度～令和5年 

度）の事業高の目標は 5億円となっています。 

令和 3年度の事業実績は、新型コロナウイルス感

染症の影響もありながらも、4億 8千万円を達成

しました。 

令和 4年度は、事業高 5億円の達成と、設立 

35 周年の記念事業により地域へシルバーの存在

感を更に高めて頂きたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症が 1日も早く収束す 

ることを願いながら、会員の皆さんのご健勝と、 

芦屋市シルバー人材センターの益々のご発展を

祈念申し上げ退任のご挨拶とさせていただきます。   

ありがとうございました。 

５月 活動実績 

１０日 入会説明会 

１１日 第１回女性の会運営委員会 

２０日 第２回事業運営部会 

  〃  事務局会議 

 ２３日 第２回広報啓発委員会 

２６日 令和４年度定時総会 

    第２回理事会 

２７日 第３回事業運営部会 

３０日 事務局会議 

各種会議の主な協議内容 

●第２回理事会 

・理事長、副理事長、常務理事の選任 

●第２・３回事業運営部会 

・特別表彰について 

 ・定時総会について 
・キッチンカフェなりひらの事業運営について 

・委員会の担当について 

●第２回広報・啓発委員会 

・はつらつ芦屋３４号編集作業 

・しるば～たいむず表紙 

・ホームページでの就業情報について 

●第１回女性の会運営会議 

・７月１４日ミニイベントについて 

・小町通信の発行について 

各委員会の委員紹介 （＊理事）

安全・適正就業推進委員会 （１０名）

＊黒葛野三雄 ＊後藤 好幸 ＊石本 英一 

木山 正典 阿南 京子 森山  弘 

室﨑 邦枝 寺澤  誠 中井  武 

関  徹也 

広報・啓発委員会 (７名)

＊入部 兼昭 ＊北風 文子 加古 良子 

久我 和子 福田 哲也 岡﨑 正敏 

大岩 政視 

会員拡大委員会 (８名) 

＊石野由紀子 ＊入部 兼昭 ＊石本 英一 

野島さゆり 川島 玲子 澤地 武彦 

梶山 典子 平床 博憲 

会員意識向上委員会 （７名） 

＊檜田 隆子 ＊ 森 信行 ＊中村 寿子 

中塚 好子 近沢 幸治郎 平野 真理子 

中原 憲造 

事業活性化委員会  （７名） 

＊ 森 信行 ＊黒葛野三雄 ＊北風 文子 

河村 昱生 森山  弘 森  和代 

関  徹也 

会員活動委員会 （１０名）

＊後藤 好幸 ＊石野由紀子 ＊檜田 隆子 

＊中村 寿子 前田  穣 増田  透 

岡垣 莞治  上野 邦彦 越智 高敏 

太田 由美 

～～～定時総会の出欠について～～～ 

センターの総会は会員の出席なくしては開催

できません。毎年、欠席される方の中で委任状

を提出されない方が多くおられます。欠席だか

ら返事しなくていいのではありません。総会開催

のためには必ず必要な重要書類です。今回提

出されなかった方は、今後は必ず回答期日ま

でに返信いただきますようお願いいたします。 
定時総会を公務欠席と返信ハガキでお返事いただ

いた方には粗品をお渡しいたしますので、ご来局くだ

さい。（６月末期限とします） 
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配分金支払い日 

原則毎月１５日です。（１月と５月は１８日） 

金融機関が休日の場合は直前営業日です。 

新入会員です！よろしくお願いします

退会会員です。ありがとうございました 

令和４年度芦屋市シルバー人材センター安全標語

「何事も 過信は事故の 第一歩」 

５月の安全パトロール
5 月 10 日、黒葛野・木山・後藤委員が、若

葉下水処理場の場内通路清掃作業、打出浜

公園の側溝等清掃作業の他、剪定現場1か所、

除草現場 1か所を巡回。 

梅雨時期

を前に、これ

から危険が高

まる熱中症へ

の対策や、就

業途上・帰途

における交通

事故など、想定される危険について注意喚起を

行いました。 

どのような就業場所にも事故の危険は必ず

潜んでいます。「…かもしれない」就業で、事故

を未然に防ぎましょう!! 

～～事故ゼロ運動～～
５月は、就業途上にバイクで転倒し骨折した

傷害事故１件が発生しています。 

これからの季節、熱中症対策もしっかりして

事故のないようにお願いします。 

無事故達成日数

    傷害事故   14 日 

    賠償事故   32 日（5 月末現在） 

入会希望者説明会の日程 
６月１４日（火） 

７月１２日（火） 

８月 ９日（火） 

原則毎月第２火曜日 13：30～15：00 

お友達・お知り合いにも紹介ください。 

【ウクライナ人道危機

救援募金】にご協力

ありがとうございまし

た。 
募金頂きました１７，８３６円

は、日本赤十字社ウクライナ

人道危機救援金に送金しま

した。 

日本ユネスコ協会から【感謝状】授与 
書き損じたハガキなどを寄付し「ユネスコ

世界寺小屋運動」に協力したことに対して、

５月２７日に

開催された

ユネスコ協

会の総会の

場において

感謝状を頂

きました。 

刃研ぎメンバー募集しています！ 

刃物研ぎ（受付 １０：００～１１：３０） 
●高浜作業所 ６月８日（水）毎月第２水曜日 

●はつらつ館 ６月２９日（水）毎月最終水曜日 

料金：２５㎝以下６００円２５．１㎝以上８００円

★５本以上の場合引取に伺います！ 

はつらつ野菜市 ６月は２９日

★三田市シルバーから新鮮野菜が届きます。

★原則毎月最終水曜日 ９：００～売切れまで 

●養父米は常時事務局カウンターで販売していま

すので、是非お買い求めください。 
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お仕事紹介 詳しくは担当までお問合せください。 

企業（請負） 
仕事内容

場所(町)
紹介番号

条件等 備考
担当/ 
募集人数

小売店清掃  木金 7:00～9:30 トイレ清掃あります  

小売店レジカゴ運び

のお客様のサポート 

毎 日 10:00 ～ 18:00 

内 4時間の就業 

曜日は相談 

ローテーション就業です。 

小売店 トイレ清掃 /

バックヤード清掃 

火水金土  

12:00～16:00 
曜日は相談  

マンション清掃  
週３日／月火金 

7:00～10:０0 
交代会員募集しています。  

バーベキューコーナー

受付・見回り 

土 日 祝 盆 9:00 ～

13:00/13:00～1７:00の

シフト制です。 

8 月～11 月｡シルバー会員 7

名で行います。1 名追加募集で

す。 

スポーツ施設受付  

毎日、4～9 月 18：45～

22：00、10～3 月 16:45

～22:00。シフト制です。 

シルバー会員 6 名で行ってい

ます。1 名追加募集です。 

スポーツ施設清掃  
週２日／火金 

8:00～9:30 
人員追加募集です。  

スポーツ施設清掃  
日曜日 

7:00～8:30 
新規募集です。  

スポーツ施設清掃  
週２日／火金 

9:00～11:00 

別曜日もシルバー会員 2 名で

担当しています。 

派遣事業 
仕事内容 場所（町） 条件 備考 担当 

調理  曜日相談 8：00～12：00 要調理師免許  

スーパー各種整理

サービス業務 

曜日相談 7：00～12：00 

     13：00～18：00  

カゴ・カート回収 

トイレ清掃等 

農産  月・水・金 16：10～20：10 スーパー  

生活支援  火・水 16：00～18：00 
障がい者グループ 

ホームでの援助業務 

調理補助  火・木 14：30～19：30   

家庭 
就業先 内 容 条 件 備 考 担当 

 掃除・洗濯 週２回 (月・木または火・金) / 時間相談 問合せＮＯ.1567 

はつらつ館 1階のホワイトボードにも新着情報を掲示していますので、ご来館ください。 

～安全・適正就業推進委員会から～ 

安全・適正就業に関する相談がメールでもできるようになりました！ 
会員の皆さんからの就業に関する相談事や要望等について、メールによる相談窓口を開設してお

ります。どうぞお気軽にご利用ください。安全・適正就業に関する事ならどんな内容でも結構です。 

ashi.anzen.tekisei@gmail.com 
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市民講座のお知らせ・・・どなたでも参加できます ６月以降 
ＰＣ研究会 ★申込：全講座受講料支払で受付済（先着順）

パソコン講座
今月の内容 

「写真の整理」

●7/4・11・25(月) 10:00～12:00 

●3回 2，000円（会員特典）（教材費別）
募集：6 名

１ｄａｙ 

スマホ講座 
今回 「フェイスブック」

●７月４日(月) 13：30～15：30 

●受講料：１，５００円（教材費別） 

スマホ要持参

募集：６名 

パソコン等 

個人教室

マンツーマン 

(ご希望の内容を指導) 

定員：各日５名

●7/6・13・20・27（水）10：00～12：00 

7/1・8・15・22・29(金)10：00～12：00 

●受講料：各日 2時間 2,500 円  

パソコン・スマ

ホ・タブレット

等 持参可 

シニア向け 

ＩＣＴ教室 

自宅で役立つ情報や動

画が見られるように！ 

●７月～９月 第１・３金曜日（全６回） 

13：30～15：00 （パソコン使用） 

無料・６名迄 

事前予約要

Ｅ・Ｓ・Ｓ・Ｔ ★英語クラスはどの講座も、当日払いで大丈夫です。 

らくらく 

イングリッシュ

中学生程度の英語で易しい
英会話や歌を楽しみます。 

●毎月第１・３土曜日 10：00～12：00 

●１回５００円＋テキスト代５０円 

土曜日は２号線

沿いの自動ドア

は閉鎖となりま

す。土曜日に参

加の方は、西側

駐車場の扉を

ご利用下さい。

ワンコイン・ 

イングリッシュ

英語で楽しむ、ポップス、 
私のニュース、映画など  

●毎月第４土曜日 10：00～12：00 

●１回５００円＋テキスト代５０円 

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭﾊﾞﾗｴ

ﾃｨｸﾗｽ

①これ英語で何という？ 
②発音と音読  
③聞くイソップ物語  

●各講座選択自由参加●毎月第２土曜日

①１０：００～ ②１０：４５～ ③１１：３０～

●１講座３００円＋教材費５０円（各４０分）

入門英会話
初心者対象に丁寧に指導し
ます。（個人サポートあり） 

●毎月第１・３火曜日 １４：３０～１５：３５ 

●１回５００円＋テキスト代５０円

英字新聞の 

社説を読む

時のニュース、社説を英文・
和文で読みます。 

●毎月第１・３火曜日 １３：１５～１４：２０ 

●１回５００円＋テキスト代２００円

お灸とツボ 

押し健康講座

講師：三輪実千代会員

（鍼灸師）

●６月２８日(火） 10：：00～12：00 

●１回 500円 
定員 20名  

当日支払 

養生気功講座 講師：西川靖子会員 

（気功インストラクター）  

●６月８日（水）１０:００～１２：００●１回1，000円(当日払)

★受講者限定お家で出来る簡単気功の動画配信付

ピアノ倶楽部 ★受講料は、各会場で直接講師にお支払いください。  ★お問合せは全てシルバーに！ 

キーボード 

教室(グループ)

ある程度楽譜が読める方 

３ヶ月で１曲を仕上げ目標 

●毎月第１・３火曜日 午前中２クラス 

月２回 ３,０００円(６０分)

各クラス  

５～６名 

シニアのピアノ

教室（個人） 

初心者の方も歓迎！ 

基礎をわかりやすく指導

●月２回６０分：６，０００円  ●日時・時間・会場は相談  

（会場は、上宮川文化センター、潮見集会所など）

さわやか 

歌声サロン 

①懐かしの歌謡曲クラス 

②永遠のポップスクラス 

③レインボーうたクラス＊ 

（＊幅広い曲を歌います） 

●第１・３(月)１０：１５～１１：４５ （上宮川） 

●第２・４(月)１０：１５～１１：４５ （上宮川） 

●第２・４(木)１０：１５～１１：４５ （上宮川） 

●いずれも 月２回 ３，０００円(９０分)

体験(1,000 円)

あり(予約必要) 

★見学は不可 

絵手紙教室
絵が得意でなくても大丈

夫！丁寧にご指導します

原則第３木曜日 ９：30～11：30 

受講料：月 1，000円（材料費込）

受講料は３回

分前納です。 

着付教室 
開講日であればいつでも

希望日に受講できます。 

●毎月第２・４木曜日と第１金曜日 

 10：00～12：00・13：00～15：00 

出張着付けも 

承っています。 

書道教室
漢字、かな、等ご希望に

合わせて学べます。 

●第１・３火曜日 ①13：30 ②15：30 

●月謝：3，000円(月２回/手本代含) 

会員は（特典） 

2，500 円です。 
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子ども対象講習  （お孫さんにも是非ご紹介ください！） 

Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｏｒ Ｋｉｄ （年長～小学生対象絵画教室）

●日時：原則第１・３水曜 16：00～17：00     ●費用：３０００円（月２回・材料費込）    

●持ち物：クレパス・水彩絵の具・筆  

たのしい放課後教室 対象：小学生２年～中学３年生 こども書道教室（小学生） 
●教科： 小学生（算数・国語・英語）  ●中学生（数学・英語） 

●曜日： 毎週火曜日・木曜日 

●時間： 小学生 16：30～18：00   ●中学生 18：30～20：00 

●月謝： 週２回 8，000円    週１回 5，000円

●第１・３火曜日 

  16：00～17：00 

●月謝：2，500円 (月２回) 

 ＊教材費 500円含む

シニアライフ・トータルサポート講座

私の戦争体験 ～芦屋と神戸の空襲～ 
戦時中の小学校生活、戦後の小学校生活、神戸大空襲、勤労学徒の経験 など 

           ●話し手 ：宮本允子さん  美野欣三郎さん

●日時：７月９日(土)１０時～１１時半 ●場所：はつらつ館２階大会議室 ●定員：２５名 

●参加費：５００円（資料代ほか)   ＊土曜日は、はつらつ館の出入口は西側です。      

「夏休み英検対策教室」  ～英検にチャレンジしよう！～ 
概要：英検３・４・５級受験準備    対象：小・中学生    定員：各会６名まで 

開催日時：７月２０日～８月２６日の月・水・金（除８月１２・１５日） １８：００～１９：１５ 

費用：１回８００円／５回以上の受講推奨 （別途テキスト代約 1，500 円要） 

場所：はつらつ館大会議室            ＊申込締切：７月１９日（火） 

認知症サポーター養成講座～認知症サポーターをご存じですか？～ 
認知症サポーターはなにか特別なことをする人ではありません。 

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者のことです。 

認知症の原因や症状などの基礎知識と、認知症の人への接し方を学びます。 

センターでは、＂シルバー会員みんなが認知症サポーター″を目指して、 

定期的にこの講座を実施しています。未受講の方はぜひご参加ください。 

●日時：８月１日（月） １３：３０～１５：００ 

●会場：はつらつ館大会議室        ●定員：２０名 

●講師：あじさいの会 三谷 康子氏   ●事務局に電話で申込みください 

会員対象の研修・講座   （毎月定期的に開催しています） 
MANパワーチーム・窓掃除研修 会員のための健康体操教室 
ＭＡＮパワーチームが講師となって、窓掃除の

研修を行います。出席は男女問わず。掃除の

コツをお教えします。ぜひご参加を！ 
●日時：６月２８日（火） １５：００～１6：３０

●場所：はつらつ館内で実作業研修します。

（6/27・AM までに事務局の箱﨑まで要申込）

呼吸法を使ったストレッチと簡単な筋トレ 

健康保持を目標に柔軟な体つくりを！ 
●６月は１日・２９日（水） １３：３０～１５：３０ 

●費用 ：３００円/回  ＊７月は６日と２０日 

●持ち物等 ：飲み水、動きやすい服装で
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親睦＆交流のための「会員同好会」
初めての方でもお気軽にご参加ください。楽しみながら仲間づくりを！ はつらつ館への

入館の際は入口で検温＆消毒をお願いします。活動中は、部屋の換気も行ってください。 

下記の開催日等については、原則的な日程表記となっています。各自でご確認願います。 

＊同好会は、会員の自主運営です。活動はすべて会員自身の自己責任において行われるものです。  

（シルバー保険の対象外です。） ＊新たな同好会は、３人の発起人が集まれば設置可能です。 

今後のコロナウイルス感染拡大の状況では中止になる場合があります。ご了承下さい。 

（青字は館外活動） 日時・曜日 会場 活動・コメント等 

ゴルフ同好会（ＡＳＧ会）  ・・・しばらく休会です・・・

囲碁同好会 
毎週水曜日 

9：30～12：00 

はつらつ館 

２階作業室 

初心者からベテランまでその日の参加者で対戦してい

ます。自由参加です。（第２水曜日はお休みです。）

写真同好会 
(デジイチ会)

毎月第１水曜 

12/1・13：30～ 

はつらつ館 

中会議室 

カメラ愛好会です。興味のある方、見学にいらしてくださ

い。 

絵画クラブ 
“ＯＬＩＶＥ”

毎月第２・４木曜 

13：00～16：00 

はつらつ館 

中会議室 

身近な素材をモチーフに絵を描いて楽しんでいます。 

新入メンバー募集中！ 気軽に見学に来てください。 

はつらつサロン 
ワイ・ガヤの会

毎月第２(日曜)

10：00～11：30 

はつらつ館 

中会議室 

常日頃、感じたこと、思っていることをフランクに話し合

います。自由参加ですので、是非お立寄りください。 

手芸同好会 
毎月第３火曜日 

9：30～12：00 

はつらつ館 

２階作業室 

会員相互の親睦、趣味と実益のための作品製作も行

っています。各自好きな手芸を楽しんでいます。 

ビデオ散歩 

倶楽部 
奇数月に開催：７月１２日(火)

13：３0～ 中会議室 

上映作品：邦画 「火垂るの墓」 原作は、野坂昭如氏が
自身の戦争体験をもとに、1967 年に発表した同名の小説。

これをスタジオジブリがアニメ化しました。 

ダーツ同好会 

ＡＳＤＣ
毎月第１月曜日 

13：00～15：00 

JR 芦屋南

貸し会場 

セブンイレブン２階（加茂屋貸会場）で活動しています。

未経験者・初心者大歓迎！見学だけも OK です。 

麻雀同好会 

(すずめクラブ)
毎月第２・４日曜

9：00～12：00 

はつらつ館 

大会議室 

開催が日曜日の午前に変わっていますのでお間違い

なく・・・お待ちしています。６月は１２日・２６日です。 

カラオケ同好会“ひばりクラブ     ・・・残念ながら開催の目途はたってません・・・

将棋同好会
毎月第２・４木曜 

9：30～12：00 

はつらつ館 

中会議室 

城主となり、家来を配置し、盤上の戦にいざ出陣！ 

新会員さんも来てください。初心者・女性歓迎！ 

アンサンブル 

同好会♪ど～れ♪

06/04（土）14：30～16：30 はつらつ館 

06/14（火)13：00～15：00 上宮川文化 C 

問合せ： 

ウクレレ同好会  
（ＡＧＢﾊﾜｲｱﾝｽﾞ）

毎月第１・３水曜 

13：30～15：30 

はつらつ館 

２階作業室 

みんなで一緒に歌と演奏をたのしんでいます。 

～♪♪♪～ 見学にいらしてください 

ＡＬＬ Ｔｈａｔ Ｊａｚｚ 

Ｊａｚｚを楽しむ会ﾞ
毎月第２水曜日 

13：30～15：30 

はつらつ館 

２階作業室 

６月は８日(水)です。 JAZZ の名曲を一緒に楽しみ 

素敵な時間を過ごしましょう！ 

コーラス同好会 
うたクラブ「エチュード」

６月２０日(月)13：30 中会議室

６月２７日(月)1３：３０大会議室

男女混声合唱です。 感染防止対策は徹底します。 

いつからでも参加できますので、初心者の方も歓迎！ 

コントラクトブリッジ
（ＡＳＣＢ） 研究会 

06/10（金）10：00～11：00 上宮川文化 C 

06/27（月）13：00～15：00 はつらつ館 
参加人数によっては場所の変更あります。 

ご連絡は

メンバー募集中！ 奥の深い 

トランプゲームで、認知症予防 

にいいと言われています。

マジック研究会
06/20(月)13：00～15：00 はつらつ館         新規会員募集中 (現在６名)

07/04(月)13：00～15：00 はつらつ館       問合せ：          

バルーン同好会 

（５月新設） 

５月にバルーンアートの習得と会員の交流を目的として新たに発足しました。 活動日は 

不定期ですが、興味のある方はご参加ください。 ６月は１７日(金)午前中(作業室２)

見学、
大歓迎！
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2022年 新玉ねぎの販売について
養父市シルバー人材センターの会員さんが、ぼかし堆肥を使って 

丹精込めて栽培された玉ねぎ。是非、ご賞味ください。 

センターで取りまとめて注文しますので、ご希望の方は事務局まで

（電話可）お申込みください。

特別販売価格２ｋｇ入：300円（税込） 

写真は２ｋｇのイメージです。サイズは不揃いとなります。あらかじめご了承ください。 

●申込締切日：6月1５日（水）（会員番号とフルネーム、数量をお伝えください） 

事業活性化委員会 ～新規企画事業の提案を募集します～ 
センターの基本理念は「自主・自立、共働・共助」。当センターではいろいろな独自事業が実施されて

います。地域に貢献できるような新規事業提案を募集します。事業提案には最低３人の会員が必要です

が、募集することも可能です。事業内容、目的、経費、事業効果などを記載する提案書は事務所にありま

す。締め切りは、８月１６日（火）まで。 8/18 の事業活性化委員会で検討いたします。 

会員意識向上委員会 【サイバー犯罪対策講座】ウエルネスセミナー 

日時：７月２７日（水） 10：00～11：30  講師：兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課 

  ３月に実施予定でしたが、コロナ拡大により延期されていた講座です。是非ご参加ください。 

５月 ２０日(金)公民館２１４号室で        

はつらつキッチン交流会を実施しました。 

参加者 １０名で、太巻き寿司と、いなり寿司、 

すまし汁を作り、楽しく試食しました。 

次回は １０月に予定しております。 
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