遊べないのはつらい。複雑なことが
いっぱいあって、想像力が問われ
るところです。
さをり織り機の活躍
昨年６月から織り機を使ってい
ただくようになって、多くの方に
利用して頂きました。まるごと市
秋のまるごと市

<オカリナクラブ>10 月 7 日

当日はコースタ
ーの体験をして
頂きました。小学
生の彼女は直ぐ
慣れて上手かっ
たです。興味のあ 館内でさをり織り
る方はどうぞ。
10 月 28 日
カイ」を

ても嬉しく、
演奏しま
盛りだくさんの 10 月
す。家で
心に響き、更
忙しい月でした。多くの方々の御
雨戸を閉
にひとの集
協力のもと、たくさんの行事を取り
めての練
まる場を目
習等、皆
組むことが出来ました。報告です。
指して歩ん
さん練習に
<秋のまるごと市> 10 月 18 日
でいきます。
なかなか全員揃わないですが、コ
は苦労され
当日は秋晴れで、たくさんの方が
ンサートまで１ケ月となりました。
ています。そ
野菜生産者の方々(まるごと市に
立って練習をしています。全員で｢喜
の成果が１２
来られ、賑やかでした。
関わらず、毎日のことですが)をは
びの歌｣、平岡由利子さんと片山英子
月のコンサー
まるごと館に対する思い
じめ、出店して下さった方々ありが さんで｢ジングルベル｣､｢赤鼻のトナ
トにはでます
まるごと市の 1000 枚のチラシ配 とうございました。講座に参加して カイ
ように。
<パソコン教室> 毎週月曜日
りや前日の炊き込ご飯の材料きざ 下さった方もまるごと市にたくさ
毎週月曜日行なっています。講師の吉
み、テント張り、後片付けまで、多 ん参加してくださいました。これま
田恒夫さんには毎回お世話になってい
ます。参加者の課題に応じて学べるとこ
くの方が色んな形で関わって下さ た嬉しい限りです。
ろがいいところでしょうか。それとコー
いました。その方々が｢まるごと館
まるごと市の売り上げで
ヒーを飲みながら、参加者同士で話をす
は必要な場だ｣と言って下さってい
いつも借りている机が傷んで来
ることも多々あります。それがいいと言
るように思えて力が湧いてきます。 ていて、長机を 5 台買いました。ち
われる方もおられます。１２月が近づく
と年賀状に取り組む方が多いです。どう
ひとりで出来ることは知れてい ょっと足りなかったのですが。
ぞお越しください。
ますから、ひとつひとつのことがと
それと、福島の子どもたちが毎 <絵手紙講習会>10 月 14 日
年こちらで
キャンプす
るための費
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用を少しずつ
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てています。2
いつも賑やかな絵手紙の時。ザク 森本玲子さんは生
ホームページは http://marugotokan.net/
か所に渡す予 ロや栗やアケビにコスモスなどの秋 のエビを持って来
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
定です。特に 真っ盛りのものを目の前にして悪戦 られ多くの方が描
●
成長期の子ど 苦闘。そんな中でもいとも簡単に特 い て お ら れ ま し
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
徴をとらえて描かれる方もおられ、 た。まるごと館に掲
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 もにとって外 素晴らしいと思いました。多くの方 示していますので、
で思いっきり と学べるのは楽しいことです。
どうぞ御覧下さい

<篆刻講習会>10 月 15 日

参加される方は必ずご連絡を‼
11 月 23 日は休みます
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
11 月２日、９日 、16 日、30 日パソコンを持って来て下さい。23 日はお休
みです。参加費用
300 円(コーヒーつき) 12 月は 12 月７日、14 日、21
日の予定です。
<オカリナクラブ＞
楽しめる時を共に。毎回 100 円
11 月 4 日(水)13 時～ オカリナの練習です。次回は 11 月 19 日(木)13 時
～。もうすぐコンサートです。立って練習します
<街道をゆく 八幡の歴史と文化を訪ねて>
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。
今回は人数になり、来年また企画しますので、よろしくお願い致します。
<裏打ち講習会> 材料費 300 円
11 月 12 日(木)13 時～ 講師 畠中眞さん ９月に実演していただいたの
を実際に挑戦します。瓦の拓本を持って来て下さい。 参加費 400 円
<パッチワーク講習会 つばき> 参加費 100 円
11 月 13 日(金)13 時 30 分～ 講師 立田カツ子さん 持ち物
糸(赤い糸も)、はさみ、針、赤と緑の布があれば持って来て下さい
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
11 月 18 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 16 日(水)
<楽しい理科の実験 NO｡４ 葉脈標本でカードを作る>
11 月 20 日(金)13 時～
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‼
<たくあん漬け講習会＞
粕漬も教えて下さいます
11 月 26 日(木)10 時 30 分～13 時 30 分 簡単な食事を共にします。
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。
〈木の実のリース作り〉 11 月 27 日(金)10 時～12 時 色々な木の実リ
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。参加費 500 円 15 人。人数になり次第締め切ります。
<クリスマスコンサート＞
12 月４日(金)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。 金曜の午後ゆっくりと楽しんでいただけます。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) まるごと館のオ
カリナクラブも演奏します。どうぞお越しください。
<しめ縄飾り講習会>
12 月 24 日(木)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＞
12 月 27 日(日)午後 1 時 30 分から 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。

八幡まるごと館 11 月・12 月の予定

石に字やものを書くというのは消しゴム
ハンコのようになかなか進みませんでした
し、彫るのも難しかったです。遊印という捉
え方で硬く考えず、取り組みました。まるご
と館のハンコが２つでき、案内プリントに
早速使っています。畠中眞さん大東利行さ
ん、何から何までありがとうございました。

<楽しい理科の実験>10 月 23 日
｢ ポップコーンと
マシュマロ｣。ビー
カ ーにポ ップコー
ン の元の 粒がヒタ
ヒ タかぶ る位 の油
を入れ、アルミホイ
ルでふたをして、ア
ル コール ランプ に
火を付けます。す

<パッチワーク講習会

ると、1 分(？)位でコーンがはじけて
来ます。皆でよく観察していました。
木下章司さんによればこの現象は火
山の爆発と同じ原理だそうです。中

針さし>10 月 29 日

中浦敬子さんは 14 人の参加で大変だ
ったと思います。全員分それぞれの布
を用意して下さって、準備に時間がか
かったと思います。途中ため息まじり
だった参加者の方々は、出来上がった
素敵な針さしを前に満面の笑みを浮か

べておられまし
た。次回は先生が
変わって、つばき
を作ります。月に
一度継続していけ
たらいいです。

の水分が熱せら
れ水蒸気にな
り、体積がとん
でもないくらい
膨らんで起きる
とのこと。楽し
かったです。書
ききれません。

＜あんなこと・こんなこと＞
＊ 前年までは 11 月から忙しかっ
たのですが、今年は 10 月からで
す。まるごと館は本当に支えられ
ている

ていると思います。この便りにはいつ
も苦労しています。書き足らないとこ
ろご容赦下さい。(うえたにじゅんこ)

