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第１回 2009 年秋のまるごと市

色々な時を重ねて
2009 年秋、初めてのまるごと市(写
真上)を実施しました。
それまで取り組
んだことがないため、とても不安だったこ
とや、多くのひとの協力を得て準備にとて
も時間をかけたことを覚えています。
実際にはたくさんの方が来られ、
無事に行えてホットしました。そう
いう思いを重ねながら、今回まるごと市
は春秋合わせて 13 回目となります。
野菜売り場は人気です
毎朝、地元の新鮮な野菜を求めて、

時間より早
めに買
いに来られる方が多いです。この
所、里芋やサツマイモ、黒豆の枝豆
に渋柿、コスモスなど、この季節ら
しいものが出てくるようになりま
した。生産者の方々は毎朝早くから
畑に行かれて、まるごと
館に運んで来て下さいます。
まるごと市当日は普
段より多めに持って来ら
れますが、いつもあっと
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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。

いう間に売
れてしまい
ます。｢美味
しいし、消
費税がない
から助か
る ｣ とよく
言われま
す。野菜売
り場はすっ
か

かり、この地に定着したようで、嬉 有料(50 円)ですが、コーヒーを飲ん
しいものです。
で頂けます。ゆったりと、ひととの
フリーマーケットでは…
交わりや時をお楽しみ下さい。
まるごと館を含めて
｢会員じゃないと利用できないの？｣
13 店になりました。
と最近、聞かれました。会という
手作り品(ポーチ・布
ものは存在しませんし、どなたで
ぞうり…)をはじめ、リ
も参加していただけます。
野菜を買ってもらっていても、まる
サイクル品、文房具、パ
ン、シュークリーム、和菓子、炊き ごと館そのものについてはまだまだ
込みご飯等々楽しみにしていて下 認知度が低い。まるごと市の大きな目
さい。きっとお気に入りが見つかる 的のひとつはまるごと館の存在や活
動を知っていただくことです。
のではないでしょうか。
館の運営のための費用を野菜販
館内にもいろいろあります
売等で得て、お金とは無関係にこ
月 1 回実施の絵手紙の展示を見て
れまで活動して来ましたし、今後
頂けたらと思います。毎回賑やかに楽
もそうです。
しんで取り組んだ作品の数々です。ど
「地域サロン」として
なたでも参加できます。 まるごと館では色々な講座を行な
又、作業所(枚方・ っていますが、基本的には、講座に
心学塾)の商品も置 関係なく、立ち寄っていただける場
いていますのでよろ ｢地域サロン｣と考えています。貸館
しくお願い致します。
の時以外はいつで
さをり織りの体験をして頂ける もどうぞ。お待ち
よう準備していますので、興味のあ しています。そこか
らきっと何かが始
る方はどうぞお越し下さい。それと
まります。
まるごと館の 1 日は朝、野菜生産者
の方々が来られる所から始まります。
いつも３０分くらいはゆっくりと談笑さ
れ、話題も広く、聞いていて楽しいです。
右の写真は 10 月初め野菜棚です。
9月
時より少しずつですが、増えてきて、
お客さんも多くなっています。
他で面白いのは月 1 度のパッチワ
館内では、さをり織り機をいただい ークの取り組み。まるごと館参加者ご
てから、以前よりずっと多くの方が訪 自身が企画されて、参加者を募るとい
ねて下さるようになりました。何度も うパターンです。手間がかかると思う
織り体験をされた方はすっかりベテ のですが、その分やりがいもあり、楽
ランさんです。服を作られる方が登場 しみも倍増です。ひとがつながりま
す。オカリナ演奏もいいですね。
され、素晴らしいです。

<９月にこんなことしました>

<オカリナクラブ> ９月２日、23

<絵手紙講習会> ９月９日

譜面台を買
日 いました‼

着々とならいいのですが、ま

だ始めて数ヶ月では多くを
望めません。グループで取り
組んで目標があると張り合
いがあっていいとか何かあ
った時オカリナを吹くと、気
分を変えられるという声が
ありました。まだまだです
が、根気強く平岡由利子さん
にはお世話になっています。

八幡まるごと館 10 月・11 月の予定
参加される方は必ずご連絡を‼
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
10 月５日、12 日 、19 日、26 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２日、９日、16 日、30 日の予定です。23 日は休みます
＜オカリナクラブ＞
楽しめる時を共に。毎回 100 円
10 月７日(水)13 時～ オカリナの練習です。次は 10 月 28 日(水)、
11 月は４日(水)です。ゆっくりゆったり。コンサート近づく、です。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
10 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) 次回の 11
月は 18 日です。11 月は第 3 週水となりますがよろしくお願い致します。

いつも楽しく、賑やかな時間。絵手紙
用に、生産者の方から栗、柿、イチジク
を枝ごといただき描きました。森本玲
子さんは魚を持って来られ、皆さん果
敢に挑戦されていました。
なかなか簡単にはいかないと言うことが
<裏打ち講習会> ９月 10 日
よくわかりました。7 月ふるさと学習館での
拓本教室で採って来た｢平安時代の瓦｣の拓
本の裏打ちを丁寧に優しく実演していただ
きました。畠中眞さんと大東利行さんあり
がとうございました。

<飾りまり講習会> ９月 24 日

<篆刻講習会> 参加費 400 円(コーヒーつき)
10 月 15 日(木)13 時～ 講師 畠中眞さん 大東利行さん、
ミニバイス、手鏡、彫刻刀
材料代が別途必要(500 円程度)
＜秋のまるごと市＞
雨天決行
10 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。フリーマーケットは 11 店集まりました。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。
<楽しい理科の実験 NO｡3 ポップコーンとマシュマロ>
10 月 23 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 円です。お楽しみに‼
<パッチワーク講習会 NO２ 針さし>
10 月 29 日(木)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん
持ち物 糸、はさみ、針、ボンド
参加費 100 円
<街道をゆく 八幡の歴史と文化にふれる>
11 月 10 日(火)9 時～⒕時 松花堂横広場 9 時に集合、髙井輝雄さん
（東高野街道まちかど博物館｢城之内｣）、出口修さん(ふるさと学習
館)が案内して下さいます。持ち物は簡単な昼食とお茶 詳しくは後
日、ご連絡致します。 先着 20 人までです。ご了承願います。
<たくあん漬け講習会＞
白菜漬け等も参考になります。
11 月 20 日前後 10 時 30 分～ 共に簡単な食事をとります。
参加費 500 円
講師 高橋佐知子さん 安井富子さん 要筆記用具
実際に漬けるところの実演。レシピを用意しています。
〈木の実のリース作り〉 11 月 27 日(金)10 時～12 時 色々な木
の実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

かわいい飾りまりを作
りました。中浦敬子さんが
縫い方の説明の用紙から
布まで全て用意して下さ
って、縫えば素敵なまりの
出来上がりです。皆さん、＜あんなこと・こんなこと＞
言葉が発せられないほど ＊ ひとと交わることが出来るのは
真剣に取り組みました。中 幸せなことだと思います。この
浦さんありがとうござい 所、結構忙しくなって来ました
ました。楽しかったです。 が、楽しく、ひとからたくさん

学べるのが嬉しい限りです。
｢街道をゆく｣は初めての試みで、
外に出かけます。これまた、楽し
みです。 (うえたにじゅんこ)

