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のかばん、しめ縄飾り、消しゴムは
んこ、楽しい理科の実験、フリーマ
ーケット、姉さんフォーク、お餅つ
き、どれをとっても時間を忘れ、私
の中では”ゆるく学ぶ”をコンセ
プトに人と人のつながりを大切に
していきたいと思います。
まるごと館バンザイ‼

館内の展示物・拓本、竹細工

講座に参加しています
又、まるごと館では本当
さをり織りをして
清水潤子
にお世話になっています。新鮮な
一本の糸からさをり織り機で布
野菜、毎朝食べる味噌汁の味噌、ぬ
を織り、ベスト
か漬け、冬にはたくあんその他い
に仕上げまし
ろいろな食べ物の作り方を教わり
た。縦糸が切れ
ます。
たり、耳がデコ
｢絵は描けないわ｣と思っていた
ボコしたり、布
絵手紙も講師の森本さんのアドバ
がボコボコ波う
イスに、季節を
ったり、それで
感じられるもの
も世界でひとつ
を細かく観察す
私だけのオリジ
ナルと変に納得しました。縦にした るようになり、
り横にしたり、長くかかったけれど、と 新たに興味を持つようになりました。
オカリナ、これは平岡さんのきれい
にかく形に出来たのが嬉しいです。
な音色にひ
きこまれ、
そして、彼
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した。
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
ゆるく学ぶ
●
パッチワ
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
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 ーク、木の実
のリース、エ
コクラフト

靴下の廃材で編む指編み手芸

気持ちも編み込んだ？
自分で編んだ、一つとして同
じ物がないキッチンマット。気
持ちも編み込む指編みマットで
す。教えて下さった森本先生や
出会いの場所を提供して下さっ
ているまるごと館の館長の上谷
さんには感謝です。ありがとう
ございます。最後にもう一度
「わぁ…楽しかった‼」
皆様も是非編み込んで下さい。

中浦敬子
思わず口から出たひと言です。
私は少し大きめのキッチンマッ 今回お二人から感想を頂き、あ
トに挑戦しました。
りがとうございました。これから
も参加者の方々の声をお聞か
せ頂けたら嬉しいです。
今までまるごと館が6年もの間歩ん
で来られたのは多くの方々のサポー
トがあったからで、さらに人が集ま
まず初めに｢わっか｣を色分けし る場を目指して色々企画できたらと思っ
ておきます｡(マットの講習会では ています。今後ともよろしくお願い致します。
森本先生が個数や色を考えてセッ 見応えある館内の展示物
トして下さっています)
絵手紙はもちろん拓本・
それからキッチンマット 27 段 刺繍・ちぎり絵・写真
78 目の図案(清水さんが以前、製作 竹細工の数々・さをり織
されたものを譲り受ける)にそって り等々。多くの方々の作
色と模様を考えて作っていきました。 品です。どうぞご覧下さい。
時を忘れて・・・
うすいブルーとグレー、茶色と
ベージュ、黒と赤と色々考えなが
ら次々と編み進めて行くともう楽
ちぎり絵
しくて、楽しくて。買い物も晩御飯
の支度もいい加減でした。(家族に
はすみません。)
色わけから三日間で一気に編み
館内の展示物・刺繍
ました。

＜７月にこんなことしました＞

<パソコン教室> ７月 16 日 基本的に毎週月曜日に行っています
いません。何度
参加者が多い時は質問を待っていただ
か練習を積み重
くことがありますが、講師は吉田恒夫
さん。自分の知りたい所を聞けるのが
ねるとよくなっ
いいです。初めてパソコンを触るとい
て来ます。筆者
う方も大丈夫です。ご希望の方は見学
に限っていえば
にお越し下さい。
呼吸法や音符の
八幡まるごと館 ８月・９月の予定 8 月 11 日(火)～8 月 16 日(日)
理解が足りない
休館です
8 月 22 日(土)～8 月 25 日(火)
ようです。いよいよ｢喜びの歌｣の練
ただし 8 月 12 日(水)、8 月 24 日(月)は午前中野菜販売をします
なかなか全員そろわないです。初め 習が始まりました。平岡由利子さん
に腹式呼吸や音階の練習をし、後 にはお世話になります。時々月曜日
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
８月３日、10
日
、17
日、31
日パソコンを持って来て下さい。
色々吹きますが、なかなか音がそろ の午後有志で練習しています。
参加費用
300
円(コーヒーつき)
8 月 24 日は休みます
<消しゴムはんこＮＯ２>７月２日
次月は９月７日、14 日、21 日、28 日の予定です。
<楽しい理科の実験 アイスクリームと蒸しパンを作ります>
８月７日(金)13 時 30 分～
講師 木下章司さん
特に持ち物
はいりません。参加費 300 円
上手くいきません。
＜マットを作りませんか>
畠中眞さんと大東
８月 19 日(水)13 時 30 分～ 持ち物は不要です
利行さんには丁寧
講師 森本玲子さん
参加費 400 円 靴下の不要になった部分で
に教えて頂き、新しいものへの興味 マットが作れます。図は正六角形のものですが、長方形のものも作れま
消しゴムはんこの第 2 弾は｢形あるもの
が湧いてきます。次は篆刻に臨みま す。簡単にできます。ご参加ください。
を彫る｣です。全員がそれぞれ熱心に右
す。準備期間が必要ですので 10 月頃
＜オカリナクラブ＞
楽しめる時を共に。毎回 100 円
上のハンコを作るのですが、なかなか
になるようですが、ご参加ください。 ９月２日(水)13 時～オカリナの練習です。次回の日時は集まった時決
<絵手紙講習会> ７月８日
かれました。作品の方はどうぞ めますが、毎月第一水は午後 1 時 30 分からと決まっています
生のタコ
まるごと館にお越し頂き、御覧
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
になって下さい。森本玲子さん ９月９日 (水)です。午後 1 時 30 分～
特に持ち物は要りません。
に｢いいですね｣と言われると 講師 森本玲子さん 参加費 450 円(コーヒーつき)
意欲も出てきます。参加者全員
次回は 10 月 14 日(水)です
<オカリナクラブ> ７月１日・１５日

生タコが登場しました。何人もの人が描
く
<布ぞうり講習会>
７月 16 日、7 月 25 日

布ぞうりは素足で履ける今
の季節に最適の物です。盛田
義幸さんはご自分で板を買
って来られ、布ぞうり作製道
具

初めの頃より上手になったと
言
言って下さいます。嬉しいです。

＜あんなこと・こんなこと＞

＊ 夕方オカリナを吹いていると、鈴
虫がきれいな音色で鳴きだしま
す。｢もっと上手に吹けよ｣と言っ
ているように聞こえます。鈴虫を
欲しい方は虫籠を持って来て下
具を作られました。その板を使って さい。あと数人はいけると思います。
皆さん上手に作られました。でも数 ＊学生の時には 15 年も続いたベト
多く作らないと身につかないそうで ナム戦争の最中だった。
アメリカ
す。楽しい講習会でした。
の若者が兵役拒否をして日本に
来ていたし、ベトナム戦争の時は
ア

アメリカ軍は沖縄からベトナムへ
飛び立っていた。そんなことを聞い
たり見たりしても、当時は他人事だ
ったように思います。ところが、今
はより身近なものになって胸に押
し寄せて来ます。先日テレビで 90
代の方が戦争で人を殺し、それを
70 年もの間胸に抱え生きてきたと
おっしゃっていました。そういう思
いをする人を作ったら駄目って思
います。
(うえたにじゅんこ)

