雨･雨･雨････
唯一つ残った不安要素は雨の中の初
数日前から、多くの方々とまるごと市の
とても嬉しい気持ちになりました。
準備をして、あとは天気の心配をするのみ めてのテント。これも、朝早くから来て マジックショーの始まり
無事ク
というところだったのですが、1 週間前の 下さった方々で難なく設営出来、
平岡由利子さん。朝早く、
さあ､いよいよ 9 時です。
曇りの予報が前日からしっかり雨が降り リアしました。
橋本から来て下さって、午
まるごと市が始まり･･･
だし、生憎10 月20 日(日)は雨。まるごと
後 1 時過ぎまで待ってから
いつもは野菜売り場の所に人だかり
準備にとりかかられました。
市は通算9 回目ですが、雨は初めてです。
がして、1 時間もしないうちに野菜はな
出店者の8 組の方々は以前から準備して くなってしまうのに、
今回は様子が違っ 最初に圧倒されたのは衣装で
来られる、手品の平岡由利子さんはこのま ていました。頭をかすめたのは、野菜が す。朝の服装と違うので、始ま
るごと市のために準備・練習をされ、野菜の 売れ残ったら生産者に申し訳ないなあ る前から一歩､手品の
生産者の方々は雨の中カッパを着て畑で野 とか、
フリマの出店者の方々は雨にぬれ 世界に惹き込まれた
菜を収穫されていること等を思うと、人が ながら寒いのにお客さんが来ないと困 ように思います。
少なくても出来ることはやろう、折角の 1 るなあということです。
覚悟を決めたと 手品は種や仕掛け
日を楽しもうと、朝には覚悟を決めました。 言いながらグダグダと余計なことを考え が当然あって練習が
てしまいまし 一番と言われる。
た。ところがど
きっかけは学童の子どもたち
うしたことか、 雨が降らなければ、もっと子どもたち
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の参加もあり、平岡さんはその反応を見
になると上の
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４
て気持ちの入れ方が変わったはずです｡子
写真のように、
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
まるごと館内 どもはひとつひとつに声を出してくれる
ホームページは http://marugotokan.net/
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
外は今までに から、やり易かったはずです。
学童の指導員をされている時に手品
●
ないくらい賑
を学んだと言われます。目の前の子ども
八幡まるごと館は街行く人のだれもが自由に立ち寄れる わって、見知っ
“地域サロン”です。休館日は毎週火曜日と土･日午後です。 た方々がたく たちを楽しませるのが目的だったそう
さん来られ、 で、以降ボランティアで活躍される場が

拡がった。今回は練習出来ていないと
言われたけれど、どうしてどうしてな
かなかの出来栄えです。びっくりして
声がでたりの連続でとても楽しかった

です。上の写真の
皆さんの表情を見
ていただけたらわ
かると思います。
打ち合わせのた
めに何度も橋本か
ら自転車できていた
だき、バイタリティを感じました。準備や練
習が大変でしょうが、また、まるごと館で手
品をして下さい。ありがとうございました。
（＊裏に続きます）

八幡まるごと館 11 月・12 月の予定

11 月は 4 日(月)､17 日(日)休みます
<こんなことしました＞
12 月2６日より 1 月7 日まで休館です ＜エコクラフトでかばんをつくる>

＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
11 月 11 日、18 日､25 日パソコンを持って来て下さい。
参加費用
300 円(コーヒーつき)
に行います。12 月 2 日、9 日、16 日､23 日
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
11 月 13 日(水)です。午後 1 時 30 分～
特に持ち物は要りません。
講師
森本玲子さん
参加費 450 円(コーヒーつき)
その次は 12 月 11 日(水)です
<たくわん漬け講習会＞
11 月 21 日(木) 10 時 30 分～
簡単な食事を共にします。
参加費 500 円
講師 高橋佐知子さん 安井富子さん 特別に何も
要りません。実際に漬けるところを見ていただきます。レシピを用意
して下さいますので、ご自分でなさって下さい。
＜干支の切り絵の講習会＞
12 月１日(日)10 時～ 参加費 300 円 講師 竹中京子さん
来年の干支の午の切り絵をします。年賀状にしませんか。
〈木の実のリース作り〉
12 月４日(水)10 時～12 時 持ち物 ハサミ 容器と
して大きめの袋、 参加費 400 円 10 名で締め切ります。
<上谷を偲んでクリスマスコンサート＞
12 月 8 日(日)13 時 30 分～15 時 第 1 部は木村千鶴さんの朗読 第 2
部は秋友実さん、小川マキさんのクリスマスソング、参加者と一緒に
歌う「ふるさと」など。詳しくは後日連絡致します。
参加費 500 円(飲み物等ついています)
＜まるごと館納め＞
12 月 25 日(水)13 時～14 時 1 年間お世話になったまるごと館を片づ
け、掃除をします。お忙しいとは存じますが、ご参加くださいますよ
うよろしくお願い致します。
<正月用野菜市＞
12 月 28 日(土)9 時～ 地元の新鮮な野菜を販売します。黒豆等のお
正月用野菜の準備を。どうぞ、お越しください。

10 月 4 日･16 日の 2 回で作りました。
多く使ったエコクラフトが黒くて細かっ
たので、皆さん苦労されていました。時間
内には出来なくて宿題となりましたが、
完成して持って来られた
カバンはとても素敵でし
た。それにしても、この
準備をして下さった青井
八重さんにはとてもお世
話になりました。
｢又呼んで下さい｣と
の青井さんのお言葉に甘え
て来年になると思いますが､
またどうぞよろしくお願
い致します。おしゃべり
の時間も楽しかったです。

<絵手紙講習会から>
10 月 9 日 11 名の参加で行われ
ました。その中の作品です。
初めての方もどうぞお越し下さい
＜あんなこと・こんなこと＞

（＊表からの続きです）

「次の予約をしておきます」
｢楽しかった｣との言葉を残して帰
って行かれた出店者の方々。雨の中
お世話になりました。ぬれて寒かっ
たと思いますが、はらはらした今回
の雨の経験で、次回雨でも対応でき
ると確信しました。時間をかけた手
作り品を前回に続き寄附して下さっ
た、ご近所の方の応援に力が湧いて
きます。ありがとうございました。
<あんなこと・こんなこと>
＊ いつも､まるごと館のためにご支援ご協
力いただきありがとうございます。活動
する原動力はそのことを感じる毎日の
中にあり、ひととひとのつながりは何もの
にも代えがたいものと実感しています。
＊ まるごと市の売り上げから東日本大震
災へ 5000 円積み立てます。被災された

方々にとっては復興とは程遠い
現実があり、生まれ育った住み
慣れた地に帰ることができない
多くの人たち･･･。
東京オリンピックのための新国
立競技場の建物について建築家
の槙文彦さんが｢景観やコスト
面から巨大すぎる｣と述べてお
られます。(京都新聞 11 月 5 日
朝刊)
成長するという視点を変えて、
何が大切なのかに重きをおいて
生きていくこと、｢負荷」を将来
に残さないことを問われている
のではないでしょうか。
(うえたにじゅんこ)

