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心学塾作業所の商品入れ替え
4 月28 日パソコン教室

さをり織り機

ご近所の方がさをり織り機(上写
真)一式をくださいました。｢まるご
と館で使ってもらったら嬉しい｣と
おっしゃって。
さをり織り
1968 年大阪の堺で、城みさをさん
の手によって｢さをり織り｣は生ま
れました。
人は生きていく中で余計なもの
をいっぱい身につけてきた。とらわ
れとか偏見とか･･･そういうものに
ジャマされて本来の自分自身が見
えにくくなってしまっている。自分

の中の常識や既成概念から自由にな
ることが｢自己｣を見つけていくこと
につながるのではないか。みさをさ
んはさをり織りを通した数々の出会
いや経験の中で｢自己を見つけ、自己
を表現する｣ということにこだわり
続け、考えていかれた。
『｢障害｣者や幼児・小学生らには、
無条件でそのまま、私の手織り‘さを
り’の中に溶け込める要素がありま
す』
。幼児のままの汚れない感性が保
たれている人ほど素晴らしいものを
織るとは体験からの言葉です。
城みさをさん
｢自己をみつけ
ようとする姿勢
2014 年５月９日/45 号
をつくることと
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のたたかい｣を
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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
の言葉‥手織
●
りで機械の真似
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“地域サ
はしない。さを
ロン”です。休館日は毎週火曜全日と土･日午後です。
り織りは機械に
代わる手づくり
ではない。織り

そのものがアート作品のように自分自
身を表現するもの。思い切って冒険し
よう。そしてきらっと輝く目をもとう。
( 城みさをさん著書 ぶどう社
「私の手織 り 」 等 より)
織るのは楽しい
まだ勉強を始めた所です。表現のこ
とを語るには早すぎですが、ただ手織
りの面白さだけではなく、城みさをさ
んの‘自己をみつけよう’という姿勢
をわすれずにいようと思います。わか
らないことだらけですが、織って形が
見えてきたら嬉しいですし、作業をし
ているときはとても落ち着きます。作
るという行為そのもののもつ特性でし
ょう。耳がそろっていなくても、形が
整っていなくても大丈夫と思えます。
まるごと市でさをり実演
１８日(日)10 時頃よりはじめま
す。ご希望の方はご来館ください。

案内にも書きましたが、今回で
まるごと市は既に 11 回目となり
ます。少しずつ定着してきたのか、
3 月途中より問い合わせの電話が
なるようになりました。
出店される方々はいつもより多
く 11 店になりました。内容は手作
り品、文房具、リサイクル品、パ
ン

あ
る
日
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何かが出来たらと思っています
ので。
日常的に、まるごと館がもっと
活用されるように、さをり織りが
仲間入りします。織り機の使用ル
ールを作ってみますので、お楽し
みに。色々とお知恵を頂いてすす
められたらいいと思っています。
どうぞ、まるごと館にお越し下
さい。お待ちしております。

ン、和菓子、ケーキ等です。
野菜市では地元産の新鮮な野
菜で玉ねぎ、春大根、エンドウ、
そら豆等や花です。毎回早く売
り切れてしまって、ご迷惑をお
かけしています。野菜がなくな
り次第、野菜市は終わりますの
で、ご諒解ください。

4 月 12 日(土)収穫祭
畑には野菜が
あまりない時
だったのです
が、タケノコ
を買いにたく
さん来て下さ
いました。まるご
と市以外では年
旧東高野街道街角ひな祭り4 月１日～4 月１３日
八幡まるごと館 ５月・６月の予定
５月２日～５月 6 日は休館します。 末とあと一度開く予定でい
ます。生産者の方々にお世話に
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
なりながら、多くの方と顔馴染
５月 12 日、19 日、26 日 パソコンを持って来て下さい。
みになりました。
参加費用
300 円(コーヒーつき)
4 月９日(水)絵手紙講習会の作品
次月は６月２日、９日、16 日、23 日、30 日の予定です。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
５月 14 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)
次回 6 月 11 日(水)です

その他に、炊き込みご飯やコー
ヒーをまるごと館内で召し上がっ
ていただけます。お友達とどうぞ
お出かけ下さい。ゆっくり過ごし
ていただけたら嬉しいです。
さをり織りの実演・体験も企画
していますので、参加された方が

好きな糸を使って織ってくださ
い。(そんなに数多くの種類はな
いのですが) 楽しんでいただ
けると思います。
さをり織り機を下さった方に
感謝申し上げ、有効な利用が出
来るよう考えます。

＜春のまるごと市＞
雨天決行
５月１８日(日)９時～13 時 まるごと館と駐車場を使って行います。
どうぞご参加下さい
フリーマーケット 11 店です。館内でさをり織りの実演、体験を考えて
いますので、興味ある方はどうぞお越し下さい。他にも色々あります。
楽しめる時間が共有できる一日を。また、収益の一部を東日本大震災 ＜あんなことこんなこと＞
＊ 京都 新聞(５月 8 日)に、｢日本の
の被災された方々へと積立しています。よろしくお願い致します。
航空機の父｣と称されている二
＜ぬか床講習会＞
夏野菜を漬物にしませんか
宮忠八さんのアニメ映画が
６月 12 日(木)10 時～13 時
カメ エプロン
2016 年公開予定とあった。二宮
参加費 500 円(簡単な昼食をともにとります)
さんは航空機事故の慰霊のため
講師 使い捨て時代を考える会より 安井富子さん、高橋佐知子さん
に飛行神社を建立されたと聞き
ます。八幡市内の文化財に目が向け
＜ベストを編んでみませんか＞
られるように願っています。
6 月 12 日(木)午後 1 時 30 分～講師 松浦葉子さん
＊ さをり織りの日々でした。縦
持ち物 棒針(毛糸についている紙に棒針の表示がありますので、それ
糸の綾に横糸が入って織り上
に従って決めてください) お好きな色の糸(並太または極太)
がるのを見たときは感動しま
筆記用具が必要です。
した。特に、衣食住に関して自分
で作ることができるのは地に足
<布ぞうり講習会>
が着いた感じで随分落ち着きま
日にちは決まっていませんが、ご希望の方がおられた
す。味噌作りの時と感じが似て
ら講習会を開きます。まるごと館までご連絡ください。
います。(うえたにじゅんこ)

家から歩いて行きました。飛行神社
がメイン会場。前年より参加がかなり
増えたそうです。物語性のある飾り雛
あり、色々見ごたえがありました。

５月３日円山公園にてギリヤー
ク尼ヶ崎さんの｢祈りの踊り｣

新聞記事で知り、当日円山公園へ。現在
83 歳、40 数年間大道芸人。老人を醸し出
すのに歯を抜き、総入れ歯にされたらし
い。鎮魂としての｢祈りの踊り｣。この方を
つき動かしているものは何だろう。

