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2009 年 10 月第 1 回まるごと市

苦労しているのは
まるごと館として年２回取り組
んで来て、今回で 11 回目のまるご
と市。いつものことですが、どうや
ってたくさんの方に知っていただ
けるのか。ちらしは 1000 枚印刷し
て近くのお家には配布しますが、
弱気になった時には『「広報」に載
ったらすぐやのに』と思ったこと
は何度もあります。まあ、ひとつひ
とつの積み重ねだからと自分を納
得させて今日に至っています。
こんなまるごと館ですが、もう 5

年以上になると野菜販売のおか
げか、たくさんの方が来て下さい
ます。あとで、心配することなか
ったっていつも思いますが。さ
て、今回はどうでしょうか。
フリーマーケットは 13 店です
お店のほうは場所としては狭い
ですが、予定(11 店)よりたくさん
申し込みがありました。手作り品、
文房具、和菓子、パン、シュークリー
ム、リサイクル品(服、カバン・・・)、
炊き込みご飯等あります。出店さ
れるのはおなじみの方が多いで
すが、初めて
の参加の方も
おられます。リ
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に来られても面白い。色々と参考
になることがある様に思います。こ
こ
で
野菜のコーナーでは
毎回、いつもより多めに野菜を
を持ってきていただいています。
小松菜等の葉物野菜、さつまい
も、黒豆の枝豆、小芋等に新米、
花があります。野菜販売では、日
常的に多くの方々にご利用いた
だいています。｢新鮮な野菜で美
味しい｣って言われると嬉しくな
ります。
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かわいい来館
者はお母さんと
一緒の６ヶ月と
３歳のこどもさ
ん。沢庵やぬか床
講習会に３人で参
加していただきし
た。楽しんでもら
っているかな。そ
うそう沢庵の時はまだ2人でしたね。
八幡でプロの陶
芸家の方。縁あっ
てまるごと館に
寄ってください
ました。作品のほ
んの一部がまる
ごと館に置いて
あります。
あります。八幡に陶芸家がおられ
るのを知り、びっくりしました。全
国を駆け回っておられるそうです。

館内では…
前回と同じく、月一の絵手紙講
習会の作品展示をします。上手・下
来館者が増えました。何かこ
手ではなく、とても楽しんで大切
れと言ってあるわけではないで
に時を過ごしていますから、そう
すが、複数の方が集まれば話が
いう雰囲気も感じて頂けたら嬉し
弾みます。そんな中からまるご
いです。さらに、さをり織りでコー
と館の講座の話が生まれてきた
スターを織って頂く準備もしてい
りします。ちょっと前の｢ベスト
ますので、ご希望の方は一度体験し
を編む｣、今回の｢パッチワーク
てみられたらいかがでしょうか。
ポーチ｣などそうです。筆者は知
秋の一日ゆったりとしませんか
らないことを体験して新たな自
館内はお茶
分を発見することがあるのかな
でも飲んで、
って思います。だから初めて取
ゆっくりと
り組むことは楽しいですね。教える
出来ます。
側の方は大変かと思いますが、いつ
館内
どうぞお
も一方通行ではないですから。｢ひ
越しください。お待ちしております。
★(裏面につづきます)

<９月にこんなことしました＞ エコクラフトでかばんを作る
絵手紙講習会

９月７日

９月 21 日

講師は森本玲子さん。和紙のハガキ
を 3 枚のいただき、季節のものを題材
にして、割りばしにつけた墨汁で輪郭
とかを描き、赤・青・黄の 3 色の絵の
具で色を作ります。なかなか思うよう
な色は出せません。そうこうしている
と面白い話が耳に飛び込んできます。
楽しいです。いつも笑っているかな。

講師の青井八重さんには 2010 年
からお世話になっています。毎回、
すぐにかばんが作れるようにエコ
クラフトを切ってきてくださいま
す。大変な作業ですが、｢その部分を
準備するのが好きなのです｣言って
下さいます。お世話になります。

＜さをり便り３＞
夏の間は少し休み、8 月下旬よ
り復活です。初めてさをり織りに
取り組む方が多いですが、理解さ
れるのは早いですね。興味を持つ
というのは素晴らしいです。その
ものに心開いているということだから。これか
ら、さをり織りでどんな冒険ができるか楽しみです。

八幡まるごと館 10 月・11 月の予定 11 月 22 日～25 日休館します
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
10 月６日、13 日 、20 日、27 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)
次月は 11 月３日、10 日、17 日の予定です。11 月 24 日は休みます
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
10 月８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)次回は 11 月 12 日(水)です
<エコクラフトでカバンを作る＞
10 月 10 日(金)13 時～ 講師 青井八重さん
持ち物 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(少し多い目)、目打ち、おしぼり等
参加費１00 円 締め切っていますが、興味のある方はどうぞ
＜秋のまるごと市＞
雨天決行
10 月 19 日(日)９時～13 時 まるごと館と駐車場を使って行いま
す。フリーマーケット 11 は募集終わっています。どうぞお越し下さい。
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
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。
＜パッチワークポーチを作る＞ （5 名～7 名で締切ります）
10 月 31 日(金)⒑時～12 時 講師 古城千鶴さん 持ち物 布(柄の
もの 1・2 種類とそれに合う無地のもの…端切れ 裏地は綿のもの(ハ
ンカチでも) 縦 45 ㎝横 30 ㎝の台紙と同じ大きさの綿
の布(古いシーツでも) 手縫い糸、はさみ、ファスナー
(色を見て後できめます)参加費 200 円 後で綿代が必要。

<たくあん漬け講習会＞
11 月 20 日前後 10 時 30 分～共簡単な食事を
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
を用意しています。
★(表面からのつづきです)

とが集まれば何かが始まる｣です
ね。何でもないような会話に助け
られたりしています。しかし、初め
から「負けるものか」という気持ち
で相手に対する時は相手に何も伝
わらないですね。そのことがなか
なかわからないし、理解するまでに時

間がかかります。こんなことひと
つとっても、ひとの関係の中で起
こることだから、絡んだ糸をほど
くヒントはやっぱり、ひととひと
のつながりの中にある。まるごと
館が大切にしていきたいことの
ひとつです。
(うえたに
じゅんこ)

