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八幡まるごと館 12 月・１月の予定 12 月 23 日、28 日～1 月 7 日は休館です
<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

講師は畠中眞さん。先月裏打ちの
実演を見せて頂きましたが、全然
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拓本を1 人2 枚ずつ出来ました。
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<リース講習会>11 月 27 日

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)前座
で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。
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です。
12 月７日、14 日､21 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) 講師 吉田恒夫さん
新年は１月 11 日、18 日、25 日の予定です。
<絵手紙講習会>
ゆったりしませんか。
12 月９日 (水)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１月13 日(水)です

<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
ハサミ、ペンチと千枚通し(ある人は持ってきて下さい) 、霧吹き

剪定

＜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。

<まるごと館開き>

１月８日(金)９時～ 2016 年の始まりです。まるごと館ではお雑煮を用意
してお待ちしております。野菜販売も通常通りに始まります
＜新春餅つき会＞ 多くの方のご参加お待ちしています
1 月 1７日(日)10 時～杵と臼で餅つきします。雑煮、大根やきな粉
やエビのお餅等々。参加費 500 円(子供は無料です)ご家族でどうぞ。
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くのは師管があるから｣には納得しま 糸、はさみ、針を持って来て下さい 15 人までです。
した。
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