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シャーロン

和装着付けで現代の名工を受賞された岩崎左内衣
先生。着付けの認定校でもあるシャーロンで、お
二人の生徒さんのご指導中にお話を伺いました。
梅、桜、キリシマツツジの花咲き誇る長岡天満宮
にお店を構えて 5年になります。
「2年前に設立 50周年やけどね。」と笑顔。
美容室から始まったお店は、着付け・エステ・
ネイル・まつ毛エクステなど、お客様をトータル
で輝かせるために大きくなっていきました。
そんなシャーロンが長岡天満宮と出会って生まれ
たのが『天神和婚』。岩崎先生の着付けはもちろん
のこと、プロフェッショナルのメイクにエステ、
二人の雰囲気を伝えるフォト、様々な希望を叶え
るプラン、色々な表情を持つ長岡天満宮というロ
ケーション、全部合わせて『天神和婚』です。

ステキなお写真の数々。
フォトグラファーで、
美容師で、息子さんで、
社長さん。肩書もお写真
も多彩でかっこいい！
撮られてみたいですね。

nanaofot
o.com

天神
和婚

　　　　　　小さめで少し明るい色味のかつらは、
　　　　　　日本人の頭を追及して作った特注品。
　　　　　　天満宮の梅鉢をあしらった銀箔のかん
　　　　　　ざしや生花をふんだんに使った髪飾り
　　　　　やブーケを使うのも『天神和婚』だから
できるトータルビューティ。何度も見返したいお写
真に二人と家族の笑顔と涙が焼き付きます。
「婚礼は日本人の区切り」岩崎先生の言葉に、関わ
る者の責任と喜びが刻まれます。
年齢を重ねた方にも、同じこだわりで、お写真にす
るコースも。身も心も美しくなって撮影した後は
お気に入りの場所にお出かけするのもいいですね。
また、スキーの滑り台や天神さんの牛など子供たち
の遊び場所もご用意。七五三やお宮参りもお任せ。
ガーデニングが好き。ラベンダー色が好き。
お店東側のお庭にはクリスマスローズやシクラメン
の原木が。冬に咲く花です。一年中この場所をお花
で満たしたい思いを感じ幸せな気持ちになりました。

天神 2-15-13
　　長岡天満宮境内
(075)953-0923
www.sharlon.net/

シャーロン天神

彼女に始めて会ったのは、一日イベントを終えてヘロヘロでたどりついた
シャレード。「明日のオーディションで着る服を買いに来たの。」ちっちゃ
くて可愛いという印象の彼女は、鈴木福くんや谷花音ちゃんの所属する、
テアトルアカデミーを受けるという。歌で。そうこのちっちゃい体で。

シャレードのママから嬉しい電話がかかってきたのはそ
れから 3週間ほどたった頃。「お祝いライブやるで！」
彼女から色々お話を聞き、お写真を撮り。暖かくて辛く
てここに書ききれない言葉たち。そんな笑顔も涙も彼女
の歌う歌に乗って伝わるはず。そんな彼女だから合格したに違いないから。
これからみっちり歌や表現を学ぶ彼女。そこで学んだことの伝道者になりたい
と夢見ています。小学生が英語を学ぶには、洋楽の名曲たちが一番！子供食堂
したい！おかあさんにもPOPSを！そんな思いを叶えるために、商工会・す
みれクラブに入会されました。自分と向き合えたからこそ見えた夢。次の世代
へ伝えたい思い。決意と感謝を込めて。いつもどこかで歌っています。また、
毎月 1回 19:30～、シャレード 2階で、ミュージックワークショップを開催
しています。楽器や歌で
是非ご参加ください。

神谷道子バレエ研究所

創立 45 周年記念
第 32 回発表会

2018 年 7 月 21 日（土）
京都府長岡京記念文化会館

大ホール

075-953-7688

お問い合わせは
神谷道子バレエ研究所7 月 28 日（土）　18：00 start

シャレード 於（イズミヤ駐車場北側）
￥1,000（ドリンク別）

お洋服はシャレードで
トータルコーディネート
小物使いもおしゃれです
シャレードへも是非！

すみれクラブメンバーの
活動をお知らせします
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有限会社ランドマーク まいぷれ編集室
☎075-957-6565 ㈹
land@gamma.ocn.ne.jp

おとくにエリア情報サイト

ま い ぷ れ
MY PLACE   MY PLEASURE♪

乙訓

長岡京市・向日市・大山崎町
で暮らす人に、お店の魅力を届けます

掲載店
募集中

低料金で効果的な宣伝！
専門スタッフによる
徹底サポート！

10 月
オープン
予定

075-955-1800

千坂あつこライブ @シャレード

シャレード
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常任委員会より

交
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ぜひ、お店さんや企業さん、紹介したい・宣伝したいことがある、街まち情報など、掲載をご希望される方はこちらへ！
すみれクラブ通信へのご感想、その他なんでもご意見ご要望お待ちしています。

!
〈商工会FAX 958-2473〉

我が店を会社を紹介したい方募集しています！

編集後記編集後記
事務所をロングヒルに移したら、いろんなことが転がりだしました。彼氏ができたり。あ、嘘です。ママキッズマルシェやレトロ
モダンにしっかり関わることで、あたしにしかできないことやあたしにしか言えない言葉があることに気づきます。ちょっくら今年
はオラオラで参ります。そして熱いのが『NYGプロジェクト』。長岡京市のインフルエンサーを育てる。たくさんある美容室に協力
してもらって、美容室に魔法をかけてもらって、もっとかわいくもっとおしゃれに長岡京市を宣伝してほしい♪詳しくはあたしまで！
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すみれクラブでは会員を募集しています。関心を持たれた方、入会希望の方は、商工会 宮川経営支援員〈TEL 951-8029〉
までご連絡ください。お待ちしています。私たちと一緒に長岡京市を盛り上げて、集う街にしてゆきましょう！
すみれクラブでは会員を募集しています。関心を持たれた方、入会希望の方は、商工会 宮川経営支援員〈TEL 951-8029〉
までご連絡ください。お待ちしています。私たちと一緒に長岡京市を盛り上げて、集う街にしてゆきましょう！

地震。怖かった。いつもの朝のせわしなさ。グラッ !! グラグラ。。。
おうちの中でも身の安全を守るシミュレーションをしておきましょう。とっさの時に迷いなく行動できるように。
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おうちの中でも身の安全を守るシミュレーションをしておきましょう。とっさの時に迷いなく行動できるように。

すみれクラブ通信は、今期 3回の発行を予定しています。“交流そして挑戦 !!”と、お商売につながること、地域を元気に
できること、など、交流を通してつながり、そして話し合ってゆきたいと考えています。ぜひご連絡ください。そして、
いろんなことに参加していただいて、一緒におしゃべりしたり考えたりしましょう。
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いろんなことに参加していただいて、一緒におしゃべりしたり考えたりしましょう。

主張発表大会京都府商工会女性部連合会通常総会に出席しました

枠に書ききれ
なければ

紙を追加してね

ちょい長め

4 月 27 日に開催されました。
この『すみれクラブ通信』が、若手後継者等育成事業（意欲
ある青年部・女性部への活動支援）として冊子に掲載され、
事業報告の中で紹介していただきました。さらに、ご参加の
皆さんからお褒めの言葉をいただき、新た
な交流の一助となりました。
また、新たに取り組むべく、全国助成金が
採択されたことも報告されました。

こちら
女性部
企画課

　　　　京都府各地のみなさんの取り組みに刺激を受け、私たちも
会員さん・街の発展につながる事業を展開するべく決意しました。

総会に先立って、各ブロック代表による主張発表
大会が開催されました。
与謝野町の関野初枝さんが『女性部活動と地域
振興・まちづくり』～着物でおもてなし、はん
　　　なりと～というテーマで発表され、9月
　　　12・13日に福井県あわら市で開催される
　　　近畿大会への切符をつかみました。丹後
　　　ちりめんの美しさは世界レベル！ 11月
　　　6・7日神戸市で開催される全国大会へ
　　　の進出を願っています。

8/10 （金） 浴衣 DE ナイト！

8/7 （火） 企画課会議

7/24 （火） すみれクラブ 『納涼会』

11/11 （日） ガラシャ祭

10/16 （火） ウォークラリー南部編 京田辺

2 月ごろ 2 市 1 町交流会

9/12

   13

（水）

（木）

商工会女性部近畿大会

11/6

    7

（火）

（水）

商工会女性部全国大会

福井県あわら市

兵庫県神戸市

2/24 （日） 桂塩鯛落語会

とんぼにて。
美味しく食べて飲んで
今年も暑くなりそうな
夏を乗り切る契機に
しましょう

すみれクラブ出店

ウッドピース

お絵描きカンバッジ

昨年は

大好評

だったー

一年間すみれクラブ通信を

発行するなかで思うこと。

アイデアを持つ人がいるはず！

技術を持ってる人がいるはず！

ひざを突き合わせて話せる場が

あればもっともっとよくなるはず。

これからの活動をもっと良くする

ため、新しい活動を始めるため、

女性部企画課始動します！

facebook→

近い将来 新しいこと始めたい！

晴れますように。。。

 15:00
～ 20:00

@ 産業文化会館

10:00 ～ 16:00
主張発表会や
各地のグルメ
すごく楽しみ！

優しい案内でめぐる
初めての場所

どこに連れて行って
くれるかな

うお寿

今年はどんな噺を
持ってきてくれるかな
お料理も楽しみ♪

蟹蟹
去年はカニ！

二市一町の連携の
大切さや面白さを
感じた第一回
今年は企画課として
長岡京市からの
おもてなしをしたいな

女性部の方はもちろん商工会会員の方、
これを期に商工会に入ろうと思った
あなた！ぜひ一緒にやりましょう！

去年は夜久野へ

石仏めぐりがたのしかった

田辺はおしゃれランチかな

参加希望者は手をあげて！
必ず連絡の上ご参加
くださいね☆おまちしてます！

女性
限定企画課

募集


