ひとの交わり

写真と絵手紙から
1 月 17 日、前日までの雨の心
配が吹っ飛ぶくらい、たくさんの方が
餅つき会に参加して下さいました。今
回はその様子を写真と絵手紙で見て頂
きます。
絵手紙は
吉田東子
さんで、
餅つき会
の翌日に
描いて持
って来て

餅つき会を多くの方と共に
6 回も実施してきて、色々
なことを感じています。
今、個人の家庭では
臼と杵の餅つきはほ
とんど見られません。
以前は、餅つきと言えば数家族
又は大勢が集まり、役割分担をし
ての年末の恒例行事だったように記憶
しています。形態としては色々あった

下さ
ったものです。湯
気も描かれていて、その時の雰囲気が
伝わってくるようで、素晴らしいです。

準備をして・・・
当日の朝、釜に火を入れる。石臼にお
湯を入れ暖めてから洗う等見ていて教わり
ました。確かにもち米も前日にといで水につ

2016 年２月９日/67 号

＜ 発 行 ＞ 八 幡 ま る ご と 館 / 八 幡 市 男 山 松 里 １２－２０
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
ホームページは http://marugotokan.net/
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
●

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。

でしょうが。餅つきはし
なければならない仕事
がたくさんあったから
こそ、ひととの交わりが
必要

けてお
きますか
ら、道具があ
っても、直ぐ
に餅つきが出 とさ
来るわけで れた。時を経
は あ りませ て、こういう機
ん。多くの人
が手間ひまか
け、やっと取
り掛かること
ができる。当
たり前かもし
れませんが、
準備がいる。

会に、子ど
もの頃の
記憶が蘇
ります。餅
つきの風景
が懐
かしいのはたくさんのひととの関
わりが詰まっているからではないで
しょうか。餅つき会を
続けられる限り行な
っいくつもりです。

ありがとうございました
餅 つき 会を共 に 創
って下さった方々に
感謝申し上げます。前日や当日の準
備を始め、たくさんの方が参加して
積極的に動いて下
さいました。薪の
準備から後片付け
、写真まで本当に
お世話になりました。
まるごと館としてまた一つ新た
に歩を進めることが出来ました。
これが一番言いた
かったことです。八
幡産の餅米で多くの方
々と共に作ったお餅
は粘りがあり、本当
に美味しかったです。

<2016 年１月にこんなことしました＞
<絵 手 紙 講 習 会 >１月 13 日

ます。衣を作る時、正方形の布に針をいれ
る場所を考えられた方は素晴らしいと思

段々参加者が多くなっています。ま
るごと館がもっと広ければとの話まで
飛び出しています。森本玲子さんのア

<オカリナクラブ>１月 15 日

昨年のコンサートが終わってから、
新しく 3 人入って来られました。心強
い限りです。平岡由利子さんを先頭に

います。一針で形が出来ますから。出
来上がりに皆さんご満悦でした。

八幡まるごと館 ２月・３月の予定 3 月 21 日休館 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

ドバイスで皆さん
伸び伸びと描かれるのでいい関係が築
かれてきていると思います。感謝です。

もうちょっと練習を積んでボラン
ティアで出かけて行けたら・・・。
楽譜があります。どうぞご利用下さい。

<楽しい理科の実験 NO５ 偏光板で遊ぶ>１月２２日

２月１日、８日 、15 日、22 日、29 日パソコンを持って来て下さい。
講師 吉田恒夫さん
参加費用
300 円(コーヒーつき)
次月は ３月７日、14 日、28 日の予定です。 3 月 21 日は休みます
＜オカリナクラブ＞
楽しめる時に。100 円
２月３日(水)13 時～ オカリナの練習です。平岡由利子さんを中心
にゆっくり進んでいます。次は 2 月 19 日(金)、3 月 2 日(水)です
<絵手紙講習会> ちょっとゆったりしませんか。
２月 10 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 400 円(コーヒーつき) 次回は３月 9 日(水)です。
＜歴史を学ぶ NO1 八幡の地名について>
2 月 18 日(木)13 時 30 分～ 講師
出口修さん(ふるさと学習館)
参加費 無料
八幡市の出前講座です。連続講座を考えています。

＜味噌作り講習会＞
２月２６日(金)10 時～13 時 30 分 講師 田頭千鶴子さん 安井富子さん
もう締め切っています。 参加費(昼食を共にします)600 円です。
<パッチワーク講習会 金魚>
金魚 2 匹です。
参加費 100 円
３月 10 日(木)13 時 30 分～
講師 中浦敬子さん
持ち物 B 以上の
濃い鉛筆、 糸、はさみ、針。
綿があれば持って来て下さい 。

<楽しい理科の実験 NO｡6
偏光板は光を一方
向に通す板。１mm
に 200 本の線が引
かれているそ う
です。それを 2
つのカップの底
にそれぞれ貼
って、中のカップをまわすと色
が変化します。偏光板によって通される光と遮断さ
プ

<パッチワーク講習会 ひな人形>１月 28 日
参加希望者が多くて、申
し訳ないですが、途中で
締切りました。司馬信子
さんに教えて頂きまし
た。準備にも時間を割い
てして下さいました。細

静電気で遊ぶ

>

講師 木下章司さん 特に持ち物は
れる光があるから。プラの板にセロテー ３月 18 日(金)13 時 30 分～
い
りません。参加費
300
円です。お楽しみに‼
人数になれば締め切ります
プを適当にペタペタ貼ったり、別のセロ

<マットを作る>
テープが貼ってあるプラ板の上に鬼や
アンパンマン等の図をカッターで書き、 ３月 23 日(水)13 時 30 分～ 講師 森本玲子さん
参加費 400 円 靴下
その部分のテープを取って、それをカッ の不要になった部分でマットが作れます。
正六角形のものや長方形のものが
プとカップの間にいれる。参加者は真剣 作れます。簡単にできます。どうぞご参加ください。
そのもの。中のカップをまわすと、まる って準備して来て下さいました。
＊この所、講習会参加者が増えて来ま
で万華鏡です。木下章司さんはこの日の
ありがとうございました。
した。とても嬉しいことですが、入
ために 40 枚弱のカップの底をくり抜い
りきらない時があってこれまた申し訳
たり、プラ板に大きなセロテープを貼
ないです。味噌作りも希望される方が多
る

かい作業で
したが、各
＜あんなこと・こんなこと＞
テーブル毎 ＊ 写真ばかりです。文字が段々小さく、
に作業が出 行間も狭く、読みづらくて申し訳あ
来たので、
りません。もっと努力します。自戒
やりやすかったのではないかと思い を込めて。もう 67 号ですのに。

く、2 回行います。 初めの頃、ひと
が集まらなかった時のことがうその
ようです。7 年近く続けてきたこと
が実を結ぼうとしているのでしょう
か。さらに、ひとが集まる場を目指
していきます。(うえたにじゅんこ)

