今月の LIVE
6 月 9 日に初台 The DOORS にて IDOL RUSH LIVE Vol.10「A ! ! ! LIVE Vol.1」が昼夜
２公演行われました。まずは『アイドルメドレー』でオープニング。サビの部分を歌い継ぎ
ながら全員が登場しました。今回の出演は寿隊・伊藤るみ・ぷちでぃーば・mimika の４組。
司会は星川りりかちゃんが務めます。この「A ! ! ! LIVE」はアニメ･アニソン･アキハバラ
の合い言葉になっているようだ。「え〜ライブにしたい」と意気込みを語るりりかちゃん。
一気にお客さんの力が抜けていきました( ^^;)。トップバッターは寿隊。片平隊長を始め、
佐藤・加藤・小川・清水・中澤・池田の６名が元気いっぱいに登場します。久しぶりに袴で
はなく緑色の衣装を着ていましたが、すっかり傾隊のイメージがついているような(ぼそ)。
新曲の『ディンディンディイー』などを披露しました。５曲目は石田燿子さんの『真実の扉』
をカバー、２ハーフから伊藤るみさんが登場、サビは一緒に熱唱します。そのまま伊藤るみ
コーナーへ。「声優になる！最強学園」に在籍中で、声優を目指しているそうだ。まだまだ
新人のひよっ子なので、知ってもらえるように頑張りますとるみさん。『いちごコンプリー
ト』など２曲を披露しました。クロスパートは『永遠の花』。２ハーフからぷちでぃーばが
登場します。こちらも「最強学園」に在籍中の武石あゆ実･妻鹿綾子･林奈々子･岩本小百合
の４人組。先日のＬＲイベントに出演したのでお馴染みですね 。『狼なんか怖くない』など
４曲を披露しました。クロスパートは『power of love』で mimika さんが登場。うどんの国
・香川県出身のアーティストで、元気いっぱいにステージを駆け回りました。一気にヒート
アップするお客さん、早速「みみかっち」コールが掛かります(^^)。一転してバラードの
『ロマンスカー』を披露。ステージ最前席に腰掛けて、しっとりと歌い上げる mimika っち。
ロマンスカーに乗った気分で気持ちよさそうになるお客さんに小声で「おはようございます」
と囁いていました( ^^)。クロスパートは『僕らのキセキ 』。ここでようやくりりかちゃんが
登場します 。「おはようございます」と返すお客さん(笑)。やっと司会業が…と思ったら、
１曲披露することに 。『うたかたの夢』を歌うりりかちゃん。「 12 時の鐘」まではまだ時間
があるのでゲストコーナーへ。石田燿子さんが登場します。
「一気に年齢を上げに来ました」
と燿子さん( ^^;)。今日はクロスパートで曲をカバーしてもらって、ぷち石田燿子祭りにな
っているとのこと。９月にシングルコレクションがリリースされることが決まったそうで、
「うひょーっ」と喜びを表すお客さん。この反応も定着したようだ( ^^)。『夏色のカケラ』
など３曲を披露してアンコールへ。ここで全員が登場しますが、前の流れで仕切ってしまう
燿子さん。すっかり司会のお仕事が無くなってしまうりりかちゃんでした( ^^;)。最後は全
員で『乙女のポリシー』を熱唱。セーラームーン世代のりりかちゃんには感激だったようだ。

寿隊

ぷち でぃーば
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mimika

星川り りか

6 月 16 日は IDOL RUSH LIVE Vol.11「A ! ! ! LIVE Vol.2」が昼夜２公演行われました。
今回の出演はあべ由紀子・寿隊・mimika・ぷちでぃーば・plume の５組。rhythmic ☆ tune も
予定されていましたが、キャンセルになってしまったようだ。司会は松尾真冬ちゃんが担当。
まずは『まかせて★スプラッシュ☆スター★』でオープニング。前回同様、歌い継ぎながら
全員が登場します。今回は五條真由美さんをゲストに迎え「ふたりはプリキュア」のテーマ
ソング特集となりました。トップバッターはあべ由紀子さん。元カオリ&ムシキング・アミ
ーゴスの Yukko で、『ムシキング・サンバ！』などで盛り上がります。大のプロレスファン
ということで紙テープを奨励している由紀子さん。最後は綺麗に紙テープが舞っていました。
『ムリムリ?! ありあり!! IN じゃぁな〜い?!』の２ハーフからは寿隊が登場。片平・佐藤・
加藤・小川・清水・中澤・池田の６名です。
「Are You Ready ?」と振るも返事のない会場に、
「男の人が多いから」と納得する妃奈子ちゃん(^^;)。今回も mc を少なめに曲披露します。
いきなりステージを走り回る祐奈ちゃん、すっかり『15 秒のアイーン』になっています(^^;)。
新曲の『ディンディンディイー』は、モグラやクラゲの動きが入っているとの解説があり、
初めて分かったお客さんが続出したらしい。クロスパートは『プリキュアテンション BING
BING BANG BANG ！』で mimika ちゃんが登場します。早速「mimika っち」コールが炸裂
します。みんなの笑顔を見るのが好きと mimika ちゃん、一人ずつ確認するから油断しない
でねとお客さんを引き込みます。すっかり心を掴んだようだ。クロスパートの『ゲッチュウ！
らぶらぶぅ?!』は今日になって歌詞を覚えたとのことで、途中でぶっ飛んでしまいます(^^;)。
歌い終わってぷちでぃーばのみなさんに平謝りする mimika ちゃんでした。ぷちでぃーばの
!ミッションリターンズで奈々子さんと二子の役を演じた小百合さん、洋服や小物が被るこ
とがよくあるそうだ。年上の役を演じたあゆ実さん、いつもはいびられまくっているので、
見返したとか。実際の年齢は？と声が掛かって、
「聞くの？」と目を見開く奈々子さん(^^;)。
7 月の LIVE に来てくれたら公開するそうだ。mimika ちゃんに対抗して「ぷちでぃーば」コ
ールも炸裂して嬉しそうな４人です。『ラムのラブソング』の２ハーフから Plume が登場。
水野愛日･河原木志穂･遠藤綾の３人組のユニットです。ここからはアダルトな雰囲気でお送
りすると愛日さん。場違いな感じでいっぱいらしい。志穂さんの事務所も心配していたとか。
メイド服が似合ってると言われたのが救いらしい( ^^;)。愛日さんは声優になる以前にアイ
ドルをしていて、久しぶりにお逢いしたお客さんが数名いて同窓会状態になっていたようだ。
Plume さんに変わって真冬ちゃんが登場。IDOL RUSH の説明をした後１曲披露してゲスト
コーナーへ。さっそく五條真由美さんに歌ってもらおうと紹介する時に「五條真由美さんの
ステージでした」と締めてしまう真冬ちゃん( ^^;)。すかさずアンコールを入れるお客さん
でした(爆)。沢山の曲がカバーされましたが、他の人が歌うと新鮮と真由美さん。最近ボー
カルベストがリリースされたので、聞き比べるのも良いですね。最後は全員で『ガンバラン
ス de ダンス』を歌って盛り上がって終了しました。

-2-

６月 17 日は IDOL RUSH LIVE Vol.９「森下純菜 vs 橋本美香」が昼夜２公演行われました。
司会は星川りりかちゃん。IDOL RUSH の説明をした後近況を。前日は久々の off だったそ
うで、久しぶりに父とデートをしたとか。ちょっと早めの父の日のプレゼントをしたそうだ。
小さい頃から父と出かけることが多く、久しぶりに竹下通りなどを歩いて満喫したようだ。
まずは橋本美香コーナーからスタート。最近は THE DUET の活動が多く、久々のソロなの
で新鮮な気持ちになっているそうだ。美香ちゃんも前日は竹下通りをフラフラしていたとか。
人が多かったので空いているパスタ店を見つけて入ったところ、凄く高いお店だったらしい。
でも明太子スパゲティが美味しくて、味わいながら食べたそうだ。純菜ちゃんの第一印象は、
小さくて可愛いというイメージ。アイドルをやって来た自信が美しさに表れているそうだ。
美香ちゃんが思う共通点は B 型女。他の物が見えなくなるくらいに１つの物を追求するよ
うなところがあるらしい。続いて森下純菜コーナー。「やっほっほ〜」とお馴染みの挨拶で
純菜ちゃんが登場します。今回初めてオケで披露する新曲の『Kiss ！ Kiss !』は美香ちゃん
の作曲で、可愛い曲で嬉しいと純菜ちゃん。この頃ご一緒することが多くて、すっかり仲が
良くなったとのこと。美香ちゃんの新たな第一印象(^^)は、笑顔が素敵で清楚なイメージが
あるらしい。いつも笑顔で話してくれて、見習わなきゃと思うとのこと。純菜ちゃんが思う
共通点はピンク好き。美香ちゃんの洋服や小物をチェックしていると、共通点があるそうだ。
続いてゲストのアニソン・ディ・アースのコーナーへ。片平･加藤･佐藤･吉崎の４人が登場
して「え〜」と驚くお客さん(^^;)。初登場なのにいきなり「え〜」はないんじゃない?と
ショックを受けた妃奈子ちゃん。でも、おかげで緊張が解けたので感謝しているらしい(^^)。
私たちを知ってもらおうと少しお話を。でもただ話すのではつまらないからと、あいうえお
順に話すことに。だどだどしくもなんとかこなして『明日への勇気』を披露します。妃奈子
ちゃんが振付をしたそうですが、初めて見たときに「はぁ？と思った」と祐奈ちゃん(^^;)。
内輪もめしないでとりりかちゃんのフォローが入ります。激しいけど好きと帆奈美ちゃん。
彩音ちゃんも楽しくできたそうだ。純菜ちゃんと美香ちゃんの対決では、紙飛行機を作って
飛距離を争う提案をする祐奈ちゃん(^^)。彩音ちゃんの持ち歌を交換する企画が採用されて、
曲交換コーナーが行われました。お互いの先輩の曲を歌うコーナーでは、美香ちゃんは吉成
さんの『キュンとする』を、純菜ちゃんは水野あおいさんの『とまどい』を披露しました。
お互いのリクエストコーナーでは、『シャララ』が選ばれてお客さんの歓声があがります。
終盤は二人で曲を歌います。純菜ちゃんの『２度目の恋』は妃奈子ちゃんが作詞したそうだ。
美香ちゃんも新曲の『マイライフ』を披露しました。『ダンシングセブンティーン』はずっ
と歌いたかったと純菜ちゃん。永遠の 17 歳ですからね(^^)。お互いに一緒に歌えて楽しか
ったと美香ちゃんに純菜ちゃん。またジョイント出来ると良いですね。

橋本美香＆森下純菜

アニソン・ディ・アース

集合写真
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星川りりか

７月６日は IDOL RUSH LIVE Vol.12「唄わずにはいられないツアー第５弾」が行われま
した。オープニングは真冬ちゃんと妃奈子ちゃんによる『シンガー』。歌い終わってすぐは
けてしまいます。特に紹介もなかったようですが、妃奈子ちゃんは特別ゲストだったのかな？
続いて The

Ma'am の登場。真っ向勝負のカントリーロックバンドです。テンガロンハット

が目を引きます。結成して 1 年が経ったそうですが、メンバーは適当な感じで集まってきた
とか(^^)。演奏後は THE

DUET の二人とトークを。森山公一さんが対応して、トーク担当

ですか？と聞く真冬ちゃん。
「 あれだけ汗流して歌ってたのに」と嘆く森山さんでした(^^;)。
３番手はビール兄弟。こちらもカントリーソングを軽快に歌います。こちらは結成２週間と
のこと。麻田さんがこのライブに出演する話を聞いた時に感度が悪くて 、「 DUET」という
キーワードを聞いて DUET しなきゃいけないのかとの勘違いで生まれたバンドらしい(^^;)。
名前の由来はドゥービーブラザーズが好きで、ドゥービー＝ビールということでこの名が付
いたそうだ。でもメンバーには不評らしい( ^^;)。将来名前が変わる可能性が高そうです。
４番手は和久井公司＆セルロイドヒーローズ。和久井さんとは何度か交流があるのでお馴染
みですね。今秋にボブ・ディラン公認の日本語詞によるカヴァーアルバム『 WAKUI

sings

DYLAN』がリリースされる予定ですが、レコーディングにコーラスで DUET の二人が参加
したそうだ 。「いいだろう」と和久井さん( ^^)。また、今日も配られているフリーマガジン
の IDOL

RUSH は和久井さんが監督をしているらしい。 IJR に取り込まれている感じで

「 PANTA と同じ道を歩くのか」と発言して笑いをとります。ツアーに参加したらポラロイ
ド 撮 っ て く だ さ い ね と 和 久 井 さ ん ( ^^) 。 最 後 は DUET の 二 人 を コ ー ラ ス に 『 EARTH
GIRL/WAR BOYS』を披露しました。10 時近くになってようやく THE DUET のコーナーが
始まります(^^;)。
『 山へ登ろう』の前振りで、
「 明後日に富士山に登ります」と真冬ちゃん。
すかさず「行ってらっしゃい」と手を振るお客さん。 SKi を卒業して踊ってないので体力は
大丈夫ですか？と振られて 、「全然大丈夫です」と答える美香ちゃん。お客さんはちょっと
不安かも( ^^;)。新曲の『ある人生』は、ドノヴァンの『メローイエロー』と言う曲に二人
で詞をつけたそうだ。終盤は和久井公司＆セルロイドヒーローズさんの演奏で歌います。
『唄わずにはいられない』の「こんなに」は４回でした。盛り上がったステージは、 11 時
の鐘がなる寸前にお開きとなりました。明日早いのに(ぼそ)。
6 月 28 日に東京国際フォーラム スペース D7 にてスクール･ユニフォーム･コレクション
2008「 JOY TO THE BOYS&GIRLS」のリハーサルが行われました。美香ちゃんと真冬ちゃ
んはナレーションを担当。こちらは私服での登場でした。進行は、前半がマリーブレレトン
デザインの制服を紹介。カラフルなワンピースやスポーティーな制服が目を引きます。続い
て佐藤産業オリジナル制服を紹介。パーカータイプやセーラータイプが可愛らしいですね。
しぼりを使用したかすり柄の入った制服も紹介。こちらは
「和」を意識したのかな。全体を通した進行は初めての様子
で、ところどころでチェックを入れながら進んでいきました。
さすがに SKi ファミリーのメンバーは慣れた様子でしたが、
小さな子供たちは息を合わせるのは大変だったようだ。指示
を与える真冬ちゃん、知恵熱は出なかったかな(^^)。
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今月のツアー
７月７日〜８日に「夏期合宿ツアー GO!GO! with ME」が行われました。前日に THE DUET
のライブが遅くまで行われていて、今回はメンバーが当日移動になることもあってか、急遽
バスツアーも組まれました。新宿駅西口の工学院前で受付。ビンゴを回してバスの座席を決
めます。メンバによるエスコートでバスまで移動。キャンセルのお客さんもいたようですが、
見送りのお客さんを補充して(笑)、満員で出発しました。一部のメンバーはテスト期間中で
居残りになったそうですが、それでも 14 名のメンバーが参加しました。車内では行程説明
や意気込みなど。今回は富士山に登りますが、お婆ちゃんから活動山だから近づかないよう
にと言われたと祐奈ちゃん( ^^;)。富士山には樹海があって、道に迷ったらそこで暮らさな
くてはいけないとりりかちゃん。このツアーもサバイバルゲームとなるんでしょうか(笑)。
先週誕生日を迎えた彩音ちゃんには『Happy Birthday』を歌って祝福します。順調に車は進
んで、予定より早く宿泊地の山岸旅館に到着しました。各自で食事を済ませた後、前倒しで
受け付け開始。今回はメンバーとジャンケンをして、勝つと握手･あいこは指切り･負けると
お疲れ様ですと言ってもらえるゲームが開催 。「お疲れ様」と言われて、早くも帰ろうとす
るお客さんもいたらしい(^^)。その後はウエルカムイベントコーナー。４チームに分かれて
自由に歌ったりゲームをしたりと楽しむ企画ですが、ほとんどがトークタイムになっていた
ようだ。撮影会は河口湖畔で行います。今回初参加の玉野ともえちゃんが晴れ女らしく、雨
もあがって時折陽射しが射す中での撮影となりました。記念撮影後は外で遊ぼうコーナーが
行われました。5 組に分かれて、班毎に好きなことをして遊びます。10 分毎にメンバーが
ローテーションしていきますが、何をしようか半分以上考えている班もあったようだ(笑)。
鬼ごっこをしている班もありましたが、転んでケガなどしなかったかな？ 物真似の新作が
出来たとりりかちゃん、にしおかすみこさんに挑戦します。参加証の紐をお借りして雄叫び
をあげていました(^^)。一度旅館に戻り、再び湖畔に移動して久々のテキヤのツーショット
撮影会を。今回のテーマは…、何でしょう？ 浴衣やチャイナドレスの姿もあったようだ。
夕食はすき焼きの食べ放題。俄然ステージへの視線がお留守になるお客さんに、誰もこっち
を向いていないとこぼす美香ちゃん(^^)。メンバーはすぐに SHOW に出られるように簡単
な物だったらしい 。「くやしくて〜」と、シャイニングコーナーでゴキブリを踏んづけた話
しをする美香ちゃん(^^;)。この日は花火大会があり、湖畔へ移動して花火観賞を行います。
花火に歓声が上がりますが、屋台の方が気になったメンバーも居たような( ^^)。その後は
CLUB SKi が開店。橋本･松尾･星川･片平による大人の 小 川 杏 奈 桜 え り か 香 取 優 奈 中 澤 樹 里
雰囲気のアコースティック演奏が奏でられました。
「朝
まで飲み明かしましょう」とノリノリなりりかちゃん。
それでも旅館の都合というものがあり、アンコールの
声には『サンキュー』で応えてお開きとなりました。

松尾真冬

池田伶奈

橋本美香

吉崎彩音

清水花梨

佐藤帆奈美 星川りりか 加藤祐奈 片平妃奈子 玉野ともえ
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ツアー２日めはいつもの通りお散歩から。組分けは昨晩の花火の時と一緒。美香ちゃんと
妃奈子ちゃんはイベント終了後にラーメンを食べに行き、寝たのは２時頃だったそうだ(^^)。
湖畔でトークをしたあと、朝ポラ撮影会を行います。妖しいオーラに吸い寄せられて、目の
前の駐車場に昨日のバスがもう１台を連れてやって来ます。早く着いたので離れたところで
待機しようと思ったら、目の前にいてビックリしていたようだ(笑)。宿に戻って朝食タイム
〜チェックアウト。現地集合組は２号車、１号車と同じように席を決めます。メンバーは分
かれて乗車します。帰りのバスで入れ替わるそうだ。１号車の MC を務めるりりかちゃん、
「昨日は綺麗な花火が見れて、今年１年分の運を使い果たしたんじゃないかと思う」とか。
ってどんだけ〜?! 妃奈子ちゃんははメッシュの帽子を被っているのでメッシュ焼けしない
か不安らしい。美香ちゃんの部屋では恒例の目覚まし問題が勃発したようだ。起きないなら
早い時間に設定しないでとお怒りの様子です。富士スバルラインを通って富士山を登ってい
きます。途中で初代寿隊の聖地を訪れる予定でしたが、バスを止める場所が無く、離れた場
所にバスを止めた上で大勢で歩くのは危険だと言うことで中止となりました。５合目に到着
して撮影会が行われます。でも、もやっていて背景が見えないのは残念でした。途中で祐奈
ちゃんがダウンしましたが午後には復活していました。天気が良くないのでお弁当は車内で。
それでも一部のお客さんは、外の空気を吸いながらお食事をしたようだ。その後しばらくは
自由時間。メンバーもお土産を買いに行っていました。午後はいよいよ山を登ります。登山
道に入ってしばらくは水平の道を歩きます。が、次第に下り勾配に不安になるメンバーも。
妃奈子ちゃんは馬に乗って進みます。テンガロンハットが良く似合ってます。天竺までどれ
くらい？と聞いてみると「すぐこの先」と妃奈子ちゃん。おかげでしばらく行ったところで
引き返すことになったようだ。慌てて下ろしてもらって戻ってくる妃奈子ちゃんでした(^^)。
20 分ぐらい歩いたところで足を止めます。一番登ったところでポラを撮る予定でしたが、
辺りはもやに包まれて真っ白で中止に。帰りの道程は谷側を歩くので、整列して歩きます。
先頭を歩いていた美香ちゃん、登り勾配に次第にペースが落ちてきて真冬ちゃんに先に行っ
てもらうことに。
「本気ですか？」と真冬ちゃん。自分のペースで歩くことも大事ですよね。
登山道の入り口に無事到着。でも、晴れていたら足がすくんで歩けないメンバーもいたので
はないでしょうか?
ここで記念撮影をしたあと、しばらくはトークタイムで今回のツアー
を振り返ります。最後に握手会とツーポラ撮影をしてツアーは終了です。バスに乗り込み、
麓まで戻ったところで２号車のメンバーが戻ってきます。車内では、メンバーによる山手線
ゲームなどで盛り上がっていたようだ。談合坂で休憩後はみんな寝た模様。首都高速に入っ
た頃に「おはようございます」の真冬ちゃんの声で目覚めます。ここで中止になっていた
「おいしい空気を吸おう体操」を行います。りりかち 小 川 杏 奈 桜 え り か 香 取 優 花 中 澤 樹 里
ゃんが考えたらしく、おかしな動きにメンバーの笑い
声が。外でやらなくて良かった( ^^;)。バスは出発地点
の工学院前に到着して、楽しかった今回のツアーはお
開きとなりました。

片平妃奈子 玉野ともえ

加藤祐奈

吉崎彩音

橋本美香

池田伶奈
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清水花梨 星川りりか 松尾真冬

佐藤帆奈美

今月のしでかし
6 月 30 日に心斎橋の川福流手打ちうどん・川福本店の 3 階にて THE DUET･ぷちでぃーば
･森下純菜による 3 組合同のお食事会「 ♪みんな一緒に、いただきま〜す」が行われました。
堀ごたつ席になっていて、基本的にそれぞれのファン毎にテーブルを囲みます。美香ちゃん
の挨拶により乾杯を。メンバーは食事をすでに済ませているようで、しばらくはお客さんだ
けでお食事に専念することに(> _<)。今回のメニューはうどんすき。でも説明がないので、
どこでうどんを入れるかなど悩んでいたようだ(^^;)。食事が始まり約 15 分経過したころに
やっとメンバーが各テーブルに来ます。最初に DUET 席に来たのは美香ちゃんとぷちでぃ
ーばのあゆ実さん。美香ちゃんはここのお店には良く来ているらしい。キャンペーンは
「DUET」の中から MD でやったので、久しぶりだったとか。あゆ実さんは 5 月生まれで、
あゆのおいしい時期で魚の鮎に元気ハツラツに育ってほしいとのことから鮎のように実ると
いうことで名づけられたとか 。「オロナミンちゃんと呼んでください」とあゆ実さん( ^^)。
メンバーチェンジで小百合さんがやって来ます。美香ちゃんはそのままらしい。前日にファ
ッションショーを終えた美香ちゃん、英語が普通に通じたので嬉しかったそうだ。自信をも
ってハワイに行きたいとか。ハワイだと日が昇って沈むまでのんびりしていても追われる感
じがしないけど、日本にいると何かしなくちゃいけないという思いがあって、休むことに対
する罪悪感みたいな感じがしてダメだとのこと。小百合さんは静岡が地元だとか。メンバー
チェンジで真冬ちゃんが来て、やっと「 THE DUET」のお二人が勢ぞろい。ファッションシ
ョーの台詞が大変だったと真冬ちゃん。譜面台に置いていた紙はホッチキスで何度も留めて
フニャフニャで振り仮名がいっぱいふってあって、恥ずかしかったらしい 。『旋律の愛』を
オーケストラの演奏でやって超感動したそうだ。次のメンバーチェンジで美香ちゃんが移動。
ぷちでぃーばの奈々子さんが来ました。
「 どうしたら背が伸びますか？」と奈々子さん(^^)。
「 小さい方が可愛いよ」の声に、
「 まだ伸びたいんですよ」と真冬ちゃん。実際伸びていて、
164 ｃｍあったらしい。だけど４という数字が嫌いなので「163 ｃｍに縮むか 165 ｃｍに伸
びたい」とわがままな真冬ちゃんでした( ^^;)。みんなが真冬ちゃんのことを「まふどん」
と言っていたので 、「真冬で良いんで」と言うも、にこっと笑って「まふどんで」と奈々子
さん。お客さんがみんなお友達みたいで良いとのこと。こういう感じは初めてで緊張してい
るそうだ。そんなこんなで話が尽きない中でお食事会は終了。結局森下純菜さんと、ぷちで
ぃーばの綾子さんは来ませんでした。逆に、ぷちでぃーば席に座った DUET ファンの元に
は美香ちゃんが行かなかったようだ。最初に美香ちゃんが
移動しなかったのは、存在を忘れられていたからとか(^^;)。
最後に「この後ツーショットポラがありますよ」という告
知が。場所の関係上、手前の列から順番に。ツーポラは最
初に高橋Ｐに代金を支払い、枚数を記入した紙をもらう。
それをもって 4 階に行ってツーポラをメンバーの組み合わ
せは自由で行われました。イベントが終わって時計を見る
とまだ 20 時頃。けっこう早く終わったようです。
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７月１日に名古屋の鶴舞公園にて「ぷち・純・みかま合同撮影会」が行われました。昨年
もここで「SKi のシャ・チ・ホ・コ」という撮影会が行われましたが、受付の場所も時間も
同様でした。モデルさんは THE DUET の橋本美香・松尾真冬とぷちでぃーばの武石あゆ実･
妻鹿綾子･林奈々子･岩本小百合と森下純菜の７名、今回は浴衣姿での撮影会となりました。
初夏の野外撮影とあって、念入りに虫除けスプレーを掛け合う美香ちゃんと真冬ちゃん。あ
まり掛け過ぎるとお客さんが近寄れなくなっちゃうよ(笑)。受付開始時間間際に純菜ちゃん
が登場。駅の方から純菜ファン数名と一緒に歩いてきます。同伴出勤？の声に笑顔で応えて
いました(^^)。スタッフの荷物の中に紙コップを発見したお客さん、こちらも昨年と同じく
ドリンクサービスがあると思って声を掛けたところ、前日のイベントで残ったものだったら
しい。急遽ドリンクを買いに走るスタッフ( ^^;)。そのおかげで、受付後はモデルさんから
ドリンクサービスがありました。場所を移動して撮影会がスタート。こちらも昨年と同じ場
所で行われました。最初のうちはそれぞれのテリトリーで撮り始めるお客さん。モデルさん
は並木の前に横一列になりますが、純菜ちゃんだけは少し離れたところでファンさんたちに
囲まれていたようだ。しばらくして、真上の木に鳥がたかって木の葉を落とはじめて避難す
．．．．．．
る奈々子さん。鳥も撮りたかったのかな？(^^) 今回の浴衣は真冬ちゃんが選んだらしい。
真冬ちゃんの浴衣は美香ちゃんが選んだようだ。浴衣は自分で着たと真冬ちゃん。せっかく
なので、１回転してもらいました。バッチリ決まっているかな？。続いてグループショット
が行われます。すかさずポーズを付けるぷちでぃーばのみなさん。何かの戦隊ですか？(笑)。

その後はグループ別にトークコーナーを。今年も半分が過ぎた
ので、上半期を振り返って得点をつけてもらいます。70 点と真冬
ちゃん。良い事も悪い事もぼちぼちあったけど、良い方がたくさ
んあったからとのこと。美香ちゃんはいろいろ忙しかったので 90
点。あとの 10 点はもっと作曲をしたいそうだ。純菜さんも 90 点。
もっとたくさんの人と出逢えますようにとのこと。ふちでぃーば
のみなさんは 2007 年なので 2007 点。個人別でも順番に２点･０点・０点・７点とか(^^)。
もっともっとライブをして多くの方に知ってもらいたいとまとめる奈々子さん。でも、その
話しを聞いていないメンバーも。まとまってひとつになる事も目標になったようだ。

森下純菜

松尾真冬

橋本美香

武石あゆ実
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妻鹿綾子

林奈々子

岩本小百合

７月 16 日に初台 The DOORS にて「寿隊＆ぷちでぃーばの仲良し撮影会」が行われました。
寿隊からは片平･佐藤･小川･加藤･中澤の５人、ぷちでぃーぱからは武石･妻鹿･白石の３名。
林奈々子さんは体調不良で欠席で、ヒラでぃーばになっていたようだ( ^^;)。まずは妃奈子
ちゃんによる進行説明。撮影会の他、ゲームコーナーやミニライブがあるそうだ。近況は髪
型を変えたと小百合さん、中国の悪女がテーマとか。トークが苦手で緊張すると綾子さん。
こちらもイメチェンで髪の毛を伸ばしたとか。エクステで急成長させたようだ(^^)。奈々子
さんの変わりに巻き髪担当になったとあゆ実さん、近況はよく物が壊れるらしい。鞄の紐や
MP3 プレーヤーが犠牲になったようだ。皆さんのカメラが壊れないように気を付けてと注
意を呼びかけていました。樹里ちゃんは受験生。毎日勉強を頑張っているそうだ。どのくら
い？と聞かれ、「 10 分くらい」と答えて笑顔になる樹里ちゃんでした(^^)。祐奈ちゃんは夏
休みの宿題の計画を友達と立てているそうだ。頭の良い娘がいて「教えてもらうというか、
写させてもらう」と祐奈ちゃん。
「間違っていても自分でやることが大事」と妃奈子ちゃん。
杏奈ちゃんは、翌日に英語の再テストを受けるらしい。心配になる妃奈子ちゃんでしたが、
ファッションショーに出る為に受けられなかったからとの理由で安心していました。帆奈美
ちゃんは来年受験と言うことで、宿題がかなり多いらしい。頑張らなきゃと帆奈美ちゃん。
ちなみにツアーで心配していた期末テストの結果はノーコメントとのこと。う〜ん( ^^;)。
誕生日を迎えたばかりの妃奈子ちゃん、誕生日会で祝ってもらえて幸せだなと感じたそうだ。
さっそく撮影会の開始。まずは寿隊から行います。５人がステージ上に横一列に並びます。
撮影時間は 10 分、残り 2 分で集合撮影となります。お客さんは前･後半の二チームに分かれ
ます。今回は何チームかな(^^)。なかには１押しちゃんと１対１になって、二人の世界に入
ってしまうお客さんも。後から来たお客さんが入りづらくなっていたようだ( ^^;)。続いて
ぷちでぃーばの撮影へ。前日のキャンペーンでのものまねの話題で持ちきりだったようだ。
撮影会が終了し、仲良し度を深めようとゲームコーナーを。どっちが知っているかゲームで
盛り上がります。人数調整もあって、妃奈子ちゃんが進行＆審判に。でも判断がつかない答
えが多くて、判定はお客さん任せになっていたようだ( ^^;)。間違えたり答が重複したメン
バーは抜けていって、残ったチームの勝ちとなります。歴史上の人物では、日本史が得意と
小百合さん。あゆ美さんは世界史が得意らしい。地味な人物が沢山登場して、妃奈子ちゃん
を困らせていました。寿隊側も帆奈美ちゃんが大健闘。さては補習したてだったり…(笑)。
結果は引き分けとなりました。続いてミニライブコーナー。寿隊は『 押しつけの躾のつけ』、
『ディンディンディイー』を披露。ぷちでぃーばは『狼なんか怖くない 』、『ラムのラブソ
ング』で盛り上がりました。最後はみんなで『まかせて★スプラッシュ☆スター★』を歌っ
て終了に。寿隊とぷちでぃーばが出逢ったのも運命で、これからもイベントなどが出来たら
いいなと妃奈子ちゃん。かなり仲良し度が深まったようだ。

中澤樹里

加藤祐奈

小川杏奈

佐藤帆奈美

片平妃奈子
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武石あゆ実

妻鹿綾子

岩本小百合

今月の Birthday
７月 14 日にＬＲにて「片平妃奈子 19 歳のお誕生日会」が行われました。 12 歳で SKi に
入った妃奈子ちゃん、７年の月日に驚きを感じているようだ。今日はスタッフとして美香さ
んと真冬ちゃんが参加していますが、メンバ−がいると緊張するらしい。でも何で緊張する
んだ？

当日はうたた寝していて、０時丁度のおめでとうメールの着信で目が覚めたそうだ。

家に帰ってからケーキでお祝いしてもらったりして嬉しかったそうだ。でも 19 歳になった
からといって何も変わったりしていないと妃奈子ちゃん。前日と鏡を見比べても変わってい
なかったとのこと。ケーキを食べる前と食べた後で変わってなかった？(笑)

今日は妃奈子

ちゃんの 19 年間を振り返って、それにちなんだ曲を披露するそうだ。まずは『お誕生日』。
生まれた時は病弱だったと妃奈子ちゃん。哺乳器に入っていろんな所に注射されたそうだ。
両親が共働きだった為に４ケ月の頃から保育園に入ったらしい。カ−トでお散歩に行くのが
楽しみだったようで『お散歩』を披露。お客さんが綺麗なハーモニーでコーラスを奏でて
ビックリしたそうだ。小さい頃からいつもにこやかで何かあるとすぐ笑う子だったそうで、
これからも笑顔を大事にしていきたいと『笑顔が好きだから』を披露。でも人見知りが激し
くて最初は敬語を使ったりしていたが、慣れると爆発して全てを見せる感じだったようだ。
４歳は『 キャッチ＆スマイル』を披露、５歳の頃は友達に顔を引っ掻かれた事があるらしい。
その瞬間を今でも鮮明に覚えているそうだ。しばらくは傷が残っていたが、親にも言えなく
て転んだことにしていたらしい。ここは『明日に向かって』を披露。６歳の妃奈子ちゃんは
ＴＶっ子でドラマの結婚式に憧れてメイクをしたりとませていたようだ。 19 歳で結婚する
ぞ！と誓ったそうですが、あと１年じゃ無理と妃奈子ちゃん 。『ウエディングベル』が鳴る
のはいつの事でしょうか。小学校に入学した頃は男の子と遊ぶことが多かったと 、『ボーイ
フレンド』を披露。ここまで良い子に育ってきたが８歳で『理由無き反抗』があったらしい。
9 歳になって芸能界に憧れ始めたそうで『チャンスがなくちゃ』を、10 歳では大切な人との
お別れがあって『 雨の記憶』を披露。11 歳の頃はなんで勉強しなきゃいけないのと『 疑問』
が湧いてきたそうだ。 12 歳で SKi と出逢った妃奈子ちゃん、オーディションの課題曲とし
て歌った想い出もある『ずっと忘れない』を披露しました。中学生になり『お引っ越し』を
経験した妃奈子ちゃん 、「千葉県民の日」のイベントで、都民になりますと言った時の美香
さんの冷たい眼が印象に残っているとか( ^^;)。新しい学校では大親友が出来たとのことで
『BEST FRIEND』を披露。15 歳は『わ・た・し』を披露。高校に入って、初めての作詞曲
ができて嬉しかったと『魔法が使えたら…』を披露します。青春真っ盛
りの 17 歳は、『ダンシングセブンティーン』といきたいところですが、
妃奈子ちゃん的には『涙のセブンティーン』のほうがあっているとか。
18 歳は『 卒業』。学校の卒業式はライブがあって早退してしまったとか。
みんなの視線を感じてはずかしかったそうだ。19 歳になって不安な事も
あるけど、大好きなメンバーやお客さんと一緒に活動して行きたいと抱
負を述べて 、『少年よ大師を抱け』を披露。最後は美香さんの伴奏付き
で、
『 Happy Birthday』の合唱で妃奈子ちゃんのお誕生日を祝福しました。
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今月のるかぴょん
6 月 17 日に「ヒロプロ初夏のまったり撮影会」が行われ、るかぴょん・さりか・智美・
美沙・愛実・杏奈、そして舞香姉さんの 7 名が出演しました。第一部は生田緑地での撮影会。
入口で集合して受付し、心霊スポットとの噂もある噴水付近へ移動しました(^_^;)。しかし
快晴の午前中とあってそんな気配は微塵もありませんでした。最初は噴水前で集合写真。
目線を合わせるのが大変でした。続いてはソロ撮影で、同じく噴水前に 2 人づつ交代で出て
来ましたが、舞香姉さんを入れて 3 人の組もあったようだ。休憩の後、保存されている蒸気
機関車のところで同じようにソロ撮影ですが、一般のお客さんが増えたため切り上げて再び
休憩。続いては、何故か機関車とは離れて保存されてる客車に乗り込んだるかぴょん達を外
から撮影。ちょっとした旅行気分で楽しそうでした。それから分散して自由撮影。スタッフ
の目が届く範囲なら移動してもよいという事に。舞香姉さんと一緒なら、何処まででもいい
のかなぁ(笑)。最初はバラバラでしたが、徐々に２〜３人組にまとまっていきました。最後
は紫陽花が咲く中に集まって、ソロと角度によっては全員撮影(^_^;)を行って終了しました。
第二部はお食事会。小田急線生田駅改札前に集合し、近くにある社長行きつけの居酒屋
「Ｋ月」さんへ。貸切の店内で特製のお弁当。お水を注いでくれるのはもちろん、エプロン
姿もかわいいヒロプロ娘の店員さん達( ^_^)。イチ押しちゃんが注いでくれて、お水でお腹
いっぱいになったお客さんもよくある話ですね(笑)。お弁当のメインは桜肉のハンバーグで
美味でした。別料金で追加のオムレツやデザートも見事でした。舞香姉さんが大分の麦焼酎
「舞香」の注文を取っていました(^_^)が、名前の通り癖が無く素直な味でした(よいしょ)。
何故か「舞香」のボトルには「イキカズマお断り」の文字が…(笑)。食後は 3 組に分かれて
お店の前で撮影タイムでしたが、引き過ぎると歩道をはみ出して危険というスリルのあるも
のに(^_^;)。ヒロプロ娘達のエプロン姿が撮れて良かったのではないでしょうか。ちなみに、
ゆうりん画伯の撮影タイムもあったらしい(笑)。

第三部は近くのお店

でのカラオケ大会。お客さんが三種の抽選袋(メンバー、曲名、時間)を
順次引いて行く方式で行われました。るかぴょんの『セーラー服と機関
銃』は時間が 1 分で、これからってとこで終わってしまいました orz。
時間引いたの誰だ？

舞香姉さんはとりあえず曲抽選抜き？で『明日へ

の勇気』を激唱。コール炸裂でした(^_^)。他のメンバーも自慢の歌声を
披露しましたが、美沙ちゃんは歌詞を見るため？かメガネっ娘でした。
萌え〜(^_^)！

ちなみに時間の抽選でフルコーラスが出た時のみ撮影可

でしたが、最後の一巡はそれに関係なく撮影可となりました。そして、
カラオケでもラストは『 Faraway』(^_^)、全員で大いに盛り上がりまし
た。カラオケ終了後、通し参加特典のツーショット撮影(ポラまたは
チェキ選択)が行われ、最後に物販で終了しましたが、ゆうりん画伯と
ツーショットを撮ったお客さんもいたようだ(^_^)。
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6 月 24 日に Studio Cube 326 の 2FARK にて「アイドルステーション vol 17 〜女神達の夏
目前 SPECIAL!!〜」が行われ、第一部と第二部両方に SMaRT with RUKA が出演しましたが、
残念ながらさりかちゃんが都合により欠席し、スペシャルバージョンで行われました。藤田
くんの出番もありませんでした。第一部では３番目に登場して 4 曲を、第二部では 2 番目に
登場して 5 曲を披露しました。初のオリジナル曲『ねっ聞いて !すっごい夢みちゃったョ
(^O^)/』はタイトルが『Fly Me To The Sky.』に変更されたらしい(^_^)。自己紹介は第一部
では最近読んだ本。智美ちゃんは「のだめカンタービレ」、ってマンガですが…。美沙ちゃ
んは教科書…(^_^;)。読まないよりは良いですが…。見習いの愛実ちゃんも教科書らしい。
第二部では好きなお菓子で、るかぴょんはエンゼルパイ、味が二種類あるのは知らなかった
らしい。智美ちゃんはカレー煎餅、カレーにこだわります( ^_^)。美沙ちゃんはハーゲンダ
ッツの抹茶アイスですが、るかぴょんから葉っぱの味がすると異議が…。美沙ちゃんの味覚
の方が大人という事で無事に落着しました(^_^)。見習いの愛実ちゃんは麩菓子、渋いです。
同じく見習いの杏奈ちゃんはカントリーマァムで上品ですね。第一部第二部どちらも、ラス
トはいつもの『Faraway』で、最高に盛り上がりました。今後の予定は、7 月 20 日に新宿 RUIDO
K4 で行われる笠さんのライブへのゲスト出演、8 月 4 日の美沙ちゃん生誕祭、8 月 15 日〜 8
月 19 日に杏奈ちゃんがミュージカル 「Annie」2007 年度・大阪公演（シアター・ドラマシ
ティ）にトゥモロー組・ペパー役で出演、8 月 31 日〜 9 月 2 日にるかぴょんがミュージカ
ル「7DAYS 〜 HARU さんの紙飛行機」（相鉄本多劇場）に出演、9 月に六本木ヒルズ内ハリ
ウッドホールにてるかぴょんが主人公の妹・玲菜役で出演してる映画「今日という日が最後
なら」が公開と、盛りだくさんです。以上の詳細及び最新情報はヒロセプロジェクト公式ホ
ームページ(http://www.hirose-project.com/)を参照して下さい。
なお、第二部の最後にチャリティーオークションが行われ、SMaRT with RUKA も出品しま
した。袋の中身非公開のオークションでしたが、日付に因んだ 624 円から始まり順当？に上
がって 6600 円で落札されました。内容はサイン入りバナナ(^_^)他で、落札者によると、
「と
ても美味だったが皮を捨てにくくて困った。」との事でした(^_^;)。終了後の物販には、T シ
ャツ姿で自称若作りし過ぎの舞香姉さんも参加し、メンバーと共に人気でした。また、出番
のなかった藤田くんとポラを撮るお客さんもいたらしい(^_^)。
今月の月蝕の仲間たち
7 月 4 日に大久保 Hotshot にて君はマスカットエンジェル９が行われ、Ｖ３が出演した。
今回がファイナルライブということで大勢の関係者（笑）が詰め掛けた。破滅に向かって突
っ走ってきた彼等（？）だが今回のテ−マは自然消滅?!ボ−カルのアメリカが倒れると、死
なないで〜！と悲鳴にも似た声が上がっていた。途中衣装替えの間にはＶ３の軌跡を振り返
る映像が流れ、懐かくも可笑しいとの声があふれかえった。最後の衣装はガンダムのコスプ
レ。物販はマグカップ、バッヂ、チェキの３点でサイン入り袋に入れたセットも販売された。
関係者も呼び込みに参加し豪華な顔ぶれとなったが、関係者とのチェキは不可だった。
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今月の OG
6 月 30 日に代々木の BC WORLD ビルにて「第５回プロマージュ祭り」が行われ、お馴染み
のラフ×２学園の Teacher として、元７期生の河野未佳ちゃんが登場しました。まずは無理
にでも腹を抱えて笑いましょうと司会のドンドンまいまいに促されて、前回コンドマニア優
勝者の少林寺健康クラブの二人による漫才が行われました 。「僕らにしては良く出来たと思
う」というネタが終わって、これで良いんでしょうかと場違いそうにする二人。この雰囲気
に慣れるまでは時間が掛かるかな(^^)。続いてラフ×学園の登場です。ジャージ姿で登場す
る未佳ちゃん、今回は運動会がテーマとのことで、メンバーが紅白に別れて戦うとのこと。
紅組は田中瑞樹･黒田綾＆ドンドンまいまいの津田さん、白組は原田朋実･秋山美雪＆ドンド
ンまいまいの山岡さん。未佳ちゃんは司会に専念するようだ。残念ながら今回もふかやれい
ちゃんは欠席です。帰ろうかな〜とこぼして、未佳ちゃんに睨まれるお客さんが…( ^^:)。
選手宣誓は綾ちゃんと山岡さん。別にボケませんと、普通の宣誓になったようだ(^^)。さっ
そく競技が始まり、１回戦は「ジェスチャー対決」。70 秒間でどれだけ答えられるかを競い
ます。ラフ×２学園の運動会なので、普通の種目はないと未佳ちゃん 。「特別学級だから」
「グランドが狭いから」との言い訳があったようだ。お題を出すのでいっぱいいっぱいの未
佳ちゃん 、「隣にいるから」と、ストップウォッチを山岡さんに託します。が、動作しなく
てパニくっていたようだ( ^^;)。なんとか対決が始まり 、「セレブ」が答えられずに時間を使
ってしまった赤組は１問のみ正解。しきりに未佳ちゃんを指す瑞樹ちゃんでしたが、ヒント
には…(ぼそ)。２回戦は「○○の人は誰だ！対決 」。項目をあげて、それに該当するお客さ
んを当てる競技です。
「 河野未佳さんの生年月日を知っている人」と難問をだす朋実ちゃん。
「生まれた年がわからない」と漏らすお客さんに 、「それは事務所もわかっていないから」
と山岡さん(笑)。そこは振れちゃダメと釘を刺す未佳ちゃん、公表の生年月日で正解となり
ました。３回戦は「出し物対決 」。白組は人形劇を披露。司会を忘れて見入る未佳ちゃん、
河野家のカエルも登場したらしい。紅組はキャンディーズに扮して『年下の女の子』を歌い
ます。キャンディーズはやったことがないと未佳ちゃん(^^)。４回戦は「たしてたして２１
対決」。ベスト 10 の中から順番に選択して、その順位を足して 21 を越えずに近い方が勝ち
という、どこかの番組で見た事のあるような競技です。今回は「彼女の気を引くためにカラ
オケで歌いたい愛の歌ランキング 」。全部歌えるという未佳ちゃんですが、懐かしめの曲を
知らないメンバーがいて、ジェネレーションギャップを感じていたようだ( ^^;)。５回戦は
「叩いて被ってジャンケンポイ対決」。メンバーとゲストの
少林寺健康クラブ対決･お客さん代表対決･チーム選抜対決
による 6 戦で勝敗を決めます。総合優勝は紅組に。記念に
先生が１曲歌っちゃおうと言う事になり、ラフ×２学園で
『未来のトビラ』を披露したあとは撮影会が行われました。
次回は８月 26 日に行われることが決定したそうだ。また、
未佳ちゃんが在籍している恵比寿一丁目劇団の公演も９月
29・30 日に銀座小劇場で行われる事が決定。楽しみですね。
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６月 24 日秋葉原のドスパラ秋葉原店、秋葉原本店にて「ドスパラ新ブログガールズお披
露目イベント」が行われ、プリマベーラのメンバーとして元８期生の KUMI が登場ました。
通常ドスパラでのイベントは４〜５人のメンバーで行われますが、今回はお披露目イベント
ということもあり、KUMI ちゃんをはじめ９人と豪華なメンバーで行われました。秋葉原店
では、カードマジックやお客さん参加型のマジック中心で、あとはメンバーとお客さんで「す
ーぱーりっち」というオンラインゲームで遊びました。秋葉
原本店では、大道具を使ったイリュージョンを中心に行い、
雨の中集まったお客さんを楽しませていました。 CDorDVD
購入者にはサイン &握手会が行われ、お土産に封筒に入った
生写真が手渡されました。誰の写真が入っているかはお楽し
みということでしたが、イリュージョンで葉っぱに変わった
りしないか心配なお客さんもいたらしい(笑)。これからは月
１回ドスパラでこのようなイベントが行われるとのことなの
で、みんなで応援に行きましょう。
７月１日に秋葉原の石丸電気 SOFT2 にて 3rd DVD「 PRI-MAGICOVol.3（マジカルプライ
ベート）」の発売イベントが行われました。内容は、ステージでのイリュージョンが中心で、
ＤＶＤを購入した人対象のミニ撮影会と盛りだくさんの内容でした。１回目と２回目の間に
は秋葉原の街でチラシ配りをして、多くのお客さんを呼び込めた(？)らしい。ちなみにＤＶ
Ｄの中ではＫＵＭＩちゃんの水着ショットもあるとのことなので、是非見てみてください。
７月 14 日には広島の福山にある鞆(とも)シーサイドホテル、 15 日に
は岡山空港温泉レスパール藤ヶ鳴にてイリュージョン＆ディナーショー
が行われました。岡山では、夕方に登竜門スタジアムという大きなステ
ージでイリュージョンショーを行いました。登竜門スタジアムとは名前
のとおり各ジャンルで飛躍していくアーチストが登竜門としてステージ
ということなので、プリマべーラも更なる飛躍をしていくでしょう。
プリマべーラのＭＣとしてすっかり板についた KUMI ちゃん。岡山に仕
事で来たのは３回目ということで、２回は今回を含めプリマべーラで、
１回は倉敷のチボリ公園とのこと。ここで若干２名のお客さんから笑いが…。これにうなず
く KUMI ちゃん。みなさんは何のイベントかおわかりですよね(笑)。夜は夕食会場に場所
を変え、ディナーショー＆テーブルマジックを行いました。デーブルマジックではメンバー
がお客さんのテーブルまで行って近くでカーマジックなどを披露、 KUMI ちゃんもカードマ
ジックを見せてくれました。近くで見れて素直に感動しました。ショーの後は握手会を行い
終了、当日は台風が接近中でしたが、無事に行われました。
16 日には大阪のドスパラなんば店でイベントが行われプリマべーラ尽くしの３日間でし
た。東京への移動中にプリマカー（メンバー・スタッフ・道具が移動する車）が故障して大
変なことになったとのことで、KUMI ちゃんはじめメンバー・スタッフのみなさん本当にお
疲れまでした。
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