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昨年 6 月 6 日にまるごと館はオープンしました。その時たくさんの方が､お祝いにかけつけて
下さいました。早いものでもう 1 年になります。開館間もない頃は、ほとんど来館者がなくて
寂しい思いをしました。月 1 回のあじさいの行事が唯一賑わう､楽しい集まりでした。
何もわからないまま、8 月頃でしょうか、まるごと市を計画して 10 月に取り組んだことで、
随分変わって来ました。昨年のまるごと市のお礼にその時の様子を書いています。(裏に続きます)

たくさんの花を安く仕入れて、

何もかも初めての取り組みで

これまた初めて。９回杵でつ
きました。たくさんの子どもた
ちも参加して、雑煮、大根餅、
きな粉餅食べました。又､来年
もやっての声に応え
ます。参加ｼﾃﾈ｡

した。人が集まるかの不安が､吹
き飛ぶぐらいの方々に来ていた
だきました。準備から多くの方に
参加していただきました。おでん
炊くのに苦労しましたね。
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まるごと新春もちつき会(17 日)
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フラワーアレンジメント(28 日)

8月

皆さん好き好きにアレンジしまし
た。好評で３月４日に､１５人参加
で２回目をやりました。夏季に向
かうので､しばらくお休み｡笑いの
絶えない楽しい集まりです。

行事
1 周年記念行事(6 日)

第 2 回布ぞうり講習会

準備も不完全の中、色々教
えていただきました。ビール
味噌作り(２５日)
9月
瓶で大豆をつぶすのもなか
フリーマーケット（28 日）竹細工教室
10 月 秋のまるごと市(24 日)
なかいいものでした｡食後の
お話楽しかった｡又､作りま
第１回布ぞうり講習会(12 日)
11 月 手芸教室
しょう｡秋にはできてるかな？
春のまるごと市（16 日）
手芸教
12 月
干支のうさぎの切り絵教室

出店は 6 店でした。まだ、珍
しいたけのこの販売もあり、す
ぐ売り切れたようです。皆さん
話に花が咲き、楽しい 1 日とな
りました。お家の片付けも兼ね
て何人かで組んで､出店したら、
おもしろいと思いますよ。

夏の休館（10 日～18 日）

笑いの絶えない講習会でし
た。何回聞いても、わからなく
て｢先生、先生｣が飛びかってま
した。先生はひっぱりだこです｡
再度講習会を開いて完成でし
た。7 月にも予定していますの
で、どうぞ、ご参加ください。

雨の心配がうそのような天気にな
りました。朝からたくさんの方が
こられました。フリーマーケット、
見ごたえのある手作り品、たこ焼
にケーキ、杏仁豆腐など食べ物に
舌鼓をうち、楽しい一日となりま
した。出品された方、スタッフの
方ありがとうございました。

昨年 10 月 28 日に書きました｡お世話になった方々全員に渡せてないので再度載せました｡
10 月 25 日のまるごと市ありがとうございました。いろいろな面でご協力いただきました。
まるごと市を成功させるために、ことあるごとに、ちらしを配布してくださった方、品物を
提供してくださった方、連日、買い出しや仕込みをしてくださった方、共に考え、遅くまで飾
り付けや細かい作業をしてくださった方々。
そして何と言っても､当日のスタッフがほぼ４０人近かったのはとても心強く、嬉しい限りで
した。とても忙しかったと思います。前日の準備の日もたくさんの方々にお世話になりました。
当日はたくさんの方が来られ、館内外とも賑わいました。150 人とも 200 人とも言われて
ます。６月６日にオープンして以来、どなたもみえない日が多くあり、かと言って出かけるわ
けにも行かず、少し苦しいものがありました。ところが 10 月に入ってからは、毎日来館者が
途絶えることなく、嬉しい悲鳴をあげています。私達の気付かないうちに、まるごと市が大き
な役割をになってくれていました。
人と人が交流でき、色々な方から学べる場が、この地域に出来つつある予感がします。何歳
になっても人と交わりたい。自分のことを知って欲しい。学びたい。自分で作った物を発表し
たい。じぶんの持てる知恵・技術をひとに伝えたい。ひとはひとりではないし、ひととつなが
っていける。そういうことが少しずつ実現できる場になって欲しいと思います。
まるごと市に取り組んで、人と人の輪がひろがったように思いますし、若い方々の来館が望
めそうです。今回のまるごと市の大きな収穫です。
スタッフで参加した若い子が口をそろえて言ってました｡「いいなあ､あんな場があって。」
「め
っちゃ楽しかった。」｢私のおじいちゃんやおばあちゃんぐらいの年齢の人だと思うけれど、歳
の差全然感じなかったし、おもしろかった。｣って。
最後になりましたが、まるごと館の運営費用を心配していただき、物心両面で支えていただ
いてます。近々まるごと市の会計報告をさせていただきます。本当にありがとうございました。
そして、今後ともよろしくお願いします。 忙しかったけれど、とても楽しかったです。
その後、11 月 13 日に初めてのまるごと館運営会議を開きました。委員はよく来られている方
に声をかけて、お願いしました。そこで表の面の年間計画を立てました。急に講座を入れたり
ということもあります。行事をするとなったら、たくさんの方々が助けてくださいます。本当
に感謝,感謝です。いろいろなことはありますが、ひととひとの関係を大切に、ゆっくりと歩ん
でいけたらと思っています。
また､まるごと館を活動場所にしているのは、あじさい(代表畑中美代子さん)､男山再生研究会
(代表濱田保さん)､めしませきもの(代表山崎恒美さん・前西いつみさん)です。
基本的には１ヶ月 1 回第 4 金曜
日です。はじめは食事も一緒にし
ていたのですが、これからは､早
目に昼食を済ませて来ていただ
いて、12 時 30 分より開始します.
毎回 10 人以上の方が来られます。
参加は自由ですよ。昨年 6 月から活動｡

次回 6 月 25 日(金)12 時 30 分～

「あじさい」

不定期ですが,ほぼ２ヶ月に１回
まるごと館で行っています。｢自
分たちの町は自分たちで」が趣旨
です。少しずつ新しい参加者がお
見えになります。話していく中で
見えてくるものがありそうです。

不定期ですが、着物に興味を
持たれている方々の集まりで
す。まだ始まったばかりで、自
分で着物を着る、こどもに着せ
たい・・・きっかけは様々です。
参加をお待ちしています。

どうぞお越し下さい.
次回 6 月 19 日(土)14 時～

次回 6 月 24 日(木)9 時～12 時
。

「男山再生研究会」

「 めしませきもの」

<まるごと館

6･7 月行事>

<まるごと館 1 周年記念行事>
おかげさまで、まるごと館は６月 6 日で 1 周年を迎えます。それを記念した楽しい企画を考
えています。歌(秋 友実さん・小川マキさん)と 落語(渚の会の渚家松緑さん)を予定していま
す。午前 10 時から 12 時まで、参加費 1000 円で､サンドウィッチ・コーヒー・お茶つきです。
参加される時、連絡して下さい｡(℡075-983-3664）お待ちしております。
<エコクラフトでバッグをつくる、ボックスをつくる>
6 月 11 日と 18 日(金)2 回連続です。12 時 30 分からです。昼食を早めに済ませて来てください。
紙を切るハサミ、木工用ボンド(手芸用可)、メジャーかものさし、洗濯バサミ(たくさん使いま
す)おしぼり、目打ち、費用は材料費 3000 円以内(ばっぐ)､ボックス(1700 円) 参加費 300 円
材料の関係で申し込みは締め切っています｡別に日で良ければ､ご希望の方はご相談ください。
＜男山再生研究会＞
6 月 19 日(土)14 時～男山のこと・八幡のことを考えるヒントがえられます｡参加して下さい。
＜めしませきもの＞
6 月 24 日(木)9 時～12 時 個性的なメンバーで着物談議。今 10 人ぐらいです。浴衣をきてみ
たり、いろいろ取り組んでます。入会希望の方は当日参加してください。
連絡先 山崎 090-7627-5458 前西 090-5244-1531 または、まるごと館まで。
＜万華鏡をつくる＞
6 月 25 日(金) 12 時 30 分～14 時 30 分
あじさい
材料費 600 円前後です。何種類かあ
りますので、選んでください。
参加費 1０0 円(お茶代を含む)
持ち物 セロテープ、
のり、千代紙他

簡単な工作で自分だけの万華鏡をつくりませんか。締め切り

6 月 20 日

＜布ぞうり講習会>
7 月 5 日(月) ９時 30 分～12 時 30 分 持ち物 洗濯ばさみ,ハサミ、布(T シャツ，手持ちの
布、ゆかたなど)を幅 8 ㎝ぐらいで長さは最低 1 メートル 50 ㎝ぐらいの長方形に切ったものを
14 本。講師は盛田幸義さんです。参加費 300 円
7 月 1 日(木)までに申し込んでください。
＜こんなことしました＞
まるごと市ご協力ありがとうございました
5 月 16 日(日)春のまるごと市を行ないました。当日は晴れ､午後からは暑いぐらいの日差しで
したが、たくさんの方に来ていただきました。昨年 10 月 25 日に引き続き 2 度目となります。
前回とちがうのは
駐車場でフリーマ
ーケットをしたこ
と。前回ほど広報活
まるごと市の会計報告です
＜総売り上げ＞
161,270 円
＜まるごと館売上げ＞ 52,256 円
（寄付を含む）

＜まるごと館収益＞
＜物品提供者＞
＜フリーマーケット＞
＜スタッフ＞

31,463 円
30 名
6店
28 名

動ができなかったのですが、知り合いの方にチラシを渡して
説明してくださったり、家の周りにチラシを配ってくださっ
たり、前日の準備にはたくさんの方が参加され、とてもテキ
パキと動いておられました。まるごと館を大切に思われてい
ることをしみじみと感じさせていただきました｡まるごと市

の売上げで音響設備が設置できました。スタッフの方々と出
品者の方々､町内の方のご尽力で可能になったことです。本
当にありがとうございました｡大切に使います｡同じ所にずっと留まっていることはできません｡
皆さまに教えていただきながら､さらに、一歩を踏み出せるよう気持新たに臨みます｡(J

U)

