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から思うと手間のかかる作業
をよく引き受けて下さっていた
と思います。机に椅子、テントも何
フリーマーケット
まるごと市とは
まるごと館の大きな行事として、 もかも借りていました。はじめて
2009 年の開館当初より秋と春の年 2 回 軽トラでテントも運びましたね。
毎年まるごと市を行いその収益で、
取り組んで来ました。
1 年に1 度必要な物を買い揃えて今日
設備を１つずつ揃えるのが…
に至っています。
まるごと市実施の大きな理由の１
まるごと館を知ってもらうのが…
つです。コンサートをするにして もう１つの大きな理由です。まる
も、音響設備を町内から借りておこ ごと館の存在を多くの方に知って
なっていました。何もありませんで いただいて参加していただく。ま
したから。音響に詳しい人にいつも るごと館や取り組んでいることを
運んでいただき、設置までしていた お知らせする方法が限られたもの
だいて随分お世話になりました。今 (生涯学習センターと公民館に「ま
るごと館たよ
り」やチラシを
少しおいて頂
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いかと考えま
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
すね。まだまだ
●
ですので。で
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
も、5 年前に
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 比 べ る と 随
分人が訪ね

て来られるようになりました。日頃
の野菜販売やまるごと市の効果が
あるように思います。
｢人が集え、つながりを大切にできる｣場
お金とは無縁なところで、ひとと
ひとがつながれば色々なことが出
来るのではと考えます。自分の経験
してきたことや出来ることはほん
の僅かなことですから、他の方の声
に耳を傾けることはきっと自分の
幅を拡げてくれることではないで
しょうか。今までとは違う自分を発
見したりするのはとても興味深い
出来事です。
そんなまるごと館のことを理解して
下さって、多方面に亘って助けていただ
いています。まるごと館の今があるのは
多くの方々のサポートがあったからこ
そです。ありがとうございます。
その日は晴天に恵まれ…
10 月 19 日は秋のまるごと市当日。地
元の新鮮な野菜売り場やフリーマ
ーケットは、多くの人で賑わいまし
た。出店内容は手作り品・布ぞうり・
文房具・パンやケーキ・シュークリ
ーム・和菓子・さをり織り・炊き込
みご飯・カバン・リサイクル品等々
あり、皆さん楽しまれたようです。
出店された方々も「今日は楽しかっ
た」と帰って行かれました。
館内で絵手紙作品の掲示
春の時と同様に掲示していただ

きました。(下の写真は一部です)
なかなか見応えがあります。しば

らく掲示していますので、是非お
越しください。館内でも話が弾んでい
るようで、賑わっていました。
さをり織 り体 験
当日体験さ
れ方は少なか
ったのです
が、
｢布を織る｣
というのは忘
さをり織り体
れていること
験
を思い出させ
てくれる画期
的なこと。
落ち
着きますね。
先日ウール
の糸をたくさ
親子で
ん購入しまし
た。色々と冒険してみましょう。
まるごと館へご参加下さい
野菜購入された時まるごと館
へどうぞ。講習会も開いていま
すし、自分で企画して取り組む
ことも可能です。また、次の春
のまるごと市は 5 月 17 日(日)の予
定です。よろしくお願い致します。

八幡まるごと館 11 月・12 月の予定

11 月9 日と22 日～25 日休館します
12 月 28 日～1 月 7 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
11 月３日、10 日 、17 日、パソコンを持って来て下さい。11 月 24
日は休みます。参加費用
300 円(コーヒーつき)
次月は 12 月１日、８日、15 日、22 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。
11 月 12 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 12 月 10 日(水)です
＜パッチワークポーチを作る＞2 回目 11 月 13 日(木)10 時～12 時
講師 古城千鶴さん 参加費 100 円 もう締め切っていますが、見学OK です
<たくあん漬け講習会＞
11 月 26 日(水)10 時 30 分～
講師 高橋佐知子さん 安井富子さん
参加費 500 円(簡単な昼食を
共にします) 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。
〈木の実のリース作り〉 12 月３日(水)10 時～12 時
木の実と柊でリースを作ります。持ち物 ハサミ
容器として大きめの袋、 グルーガンがあれば持っ
てきてください。 参加費 500 円
＜干支の切り絵の講習会＞
12 月 5 日(金)10 時～ 参加費 300 円 講師 竹中京子さん
来年の干支の未の切り絵をします。年賀状にしませんか。
<クリスマスコンサート＞
12 月 14 日(日)13 時 30 分～15 時
秋友実さん、小川マキさんの
クリスマスソング 日曜の午後ゆっくりと楽しんでください。
一緒に歌うコーナーあります。参加費 500 円(飲み物他ついています)
<しめ縄飾り講習会>
１２月 24 日(水)13 時～講師小澤延之さん 参加費 500 円
持ち物 剪定ハサミ、ペンチと千枚通し(ある人は持って
きて下さい)
＜今年度最終野菜市＞
12 月 27 日(土)9 時～黒豆、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。
＜まるごと館納め＞
野菜市の後、午後 1 時過ぎから 1 年間使用し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、ご参加下さいますよ
うよろしくお願い致します。その後、お茶の時間を持ちます。

<10 月こんなことしました＞
＜絵手紙講習会＞10 月８日

講師は森本玲子さん。毎回参加
者が増えて、賑やかです。楽しけ
れば心も弾み笑みがこぼれます。
森本さんのちょっとしたアドバイスがと
ても有効ですし、他の方を参考にしたりし
て学べます。まるごと館内に作品を掲示し
ていただいています。ご覧ください。
<パッチワークポーチ講習会>10 月 30 日

<エコクラフトでかばんを作る>
10 月 10 日・23 日

講師は青井
八重さん。2
種類作ったの
で、お忙しい中何回も来
ていただきました。出来上がったも
のに巾着を付けて早速使っておられ
ます。来年は、青井さんにこの 5 年
間で教えていただいたものの中か
ら、再度教えて頂けたらと思っています。
講師は古城千鶴さん。参加者は 7
人で全員の型紙を書いて下さい
ました。バラの花をイメージした
素敵なポーチ。18 世紀のアメリカ
で「耐乏生活の中でありあわせの
布をはぎ合わせて」パッチワーク
をしたという逸話があるそうで
す。パッチワークの本来の意味は
そんなところにあるようです。作
りだしたら、止まらないですね。
布の組み合わせで雰囲気が変わ
るところがとても面白いです。や
みつきになります。

＜あんなこと・こんなこと＞
＊ 2004 年(12779 万人)をピークに日 持っていくのは後に生きる人に
本の人口は減少しているそうで
色々な面で大きな負担をかけた
す。空き家が増えてきているのが り、とてつもなく大きな修正を余
わかります。2050 年 9515 万人、 儀なくされるのではないかと思い
2100 年 4771 万人(その頃生きてい ますが、どうでしょうか。ない知
ませんが)と推定されるそうです。 恵をしぼって、何が出来るか考え
(地域を変えるデザイン 栄治出
ていこうと思います。
版より) それなら、それに見合っ ＊12 月はたくさん講習会等が入っ
た動きを考えなくてはと思います。
ています。クリスマスコンサート
専門家でも何でもないですが、そ にもどうぞご参加ください。お待
れくらいわかります。成長成長と ちしています。(うえたにじゅんこ)

