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また、吉田東子さんの
絵手紙のコーナーも設
けます。2014 年 7 月に
参加されてから、独特
の素晴らしい絵手紙を
描いておられます。無
理にお願いし、実現の
運びとなりました。
作業所の商品あります

●

場
を
求
め
て
…

ひ
と
が
集
ま
る
2014 年
2015 年

まるごと館にご参加下さい

このところ、講師の
方々のご協力でカルチ
ャーセンター並みに色
々な講座を実施してい
ます。参加者が企画し
たりすることも可能で
す。今回はさをり織り
の体験を実施していま
せんが、織りをご希望
館内にも枚方の心学塾作業所のものを置 の方はご相談下さい。
いていますし、コーヒーを飲んでゆっくりと 順番ですがまわってきます。まるごと館で
くつろいでいただけるスペースもあります。 お待ちしています。(絵は吉田東子さん)
お友だちとご一緒にどうぞお越しください。

八幡まるごと館とは
で、締め切らせていただきます。
2009 年 6 月にオープンして以来、人と
<館外では>
フリーマーケット。手作り品、文房
人の交流の場に、学べる場に、自分らしさ
が出せる場に、と欲張ったものですが、ま 具、リサイクル品、和･洋菓子、パン、
るごと館はそれらをめざして取り組んで 炊き込みご飯等々、当日をお楽しみに。
野菜市。今の季節はえんどう豆等が中
来ました。たくさんの方々の多方面にわ
岡田さん
たるお力添えのもと、今日までやってく 心になるかと思いますが、地元の野菜は
ることが出来ました。特に、野菜生産者の 人気でいつも直ぐに売れてしまいます。
<館内では…> 絵手紙作品展示を
方々には毎朝お世話になっています。
絵手紙講習会の作品展示をして
春のまるごと市を行ないます
昨年のI/O(アイオウ)コンサート
昨年コンサート栞より
伊佐さん
5 月 15 日(日) 9 時～13 時、雨天決行。 います。森本玲子さんが講師のこの
歌のパワーって素晴らしい‼
た。昨年 5 月のコンサートは、参加
まるごと館オープン以来 14 回目となり 講習会は 2013 年 5 月から始め、丸
5 月 29 日(日)1 時 30 分からです。 者も思いっきり歌って、とても気持
3
年になります。月
1
回ですが、参加
ます。フリーマーケットについては、も
伊佐昭代さんと岡田佳美さんのおふ ちの良い、充実した時を持てたこと
を嬉しく思い出します。
者同士で色々な時を共有して今では
う既に 13 組の申し込みがありましたの
たりに来ていただきます。
良き仲間と <お姉さんフォーク I/O(アイオウ)>
オカリナクラブも前座で参加
昨年のクリスマスコンサートに続
い う感 じで
2009 年結成。伊佐昭代(Guitar ＆ Vocal)
しょうか。だ と岡田佳美(鍵盤Harmonica ＆ Vocal)が、自 き、まるごと館オカリナクラブも「赤
2016 年５月７日/71 号
んだん参加者 分の住む｢八幡市｣で退職後に初めて出会って い花白い花」他数曲、平岡由利子さ
＜ 発 行 ＞ 八 幡 ま る ご と 館 / 八 幡 市 男 山 松 里 １２－２０
んが｢いつも何度でも｣と｢四季の歌｣
・・・
が増えてきま 結成した、年金生活者デュオです。
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
愛と平和の歌を中心に、創作曲、朗読・語り を吹かれます。日頃の成果が発揮で
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
した。森本さ
を入れた作品創り等、どんどんレパートリー きますように。練習あるのみですね。
ホームページは http://marugotokan.net/
んのお人 柄 を広げています。
歌うのが大好きな方へ
・・・・・
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
に負うと こ
この狭い 40 人でいっぱいになる
(昨年コンサートプロフィールより)
●
まるごと館に来ていただけるだけで
ろが大きい
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
伊佐さんは｢いさよふ｣として、ご も嬉しい限りです。当日は歌うつも
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 です。楽しみ 自分で歌を作られ、岡田さんは舞台 りでどうぞご参加下さい。
な時間にな 人で朗読・歌にとても迫力がありまし
お待ちしております。
りました。

４月にこんな
ことしました

<オカリナクラブ 4 月６日・14 日>

八幡まるごと館 ５月・６月の予定

参加希望の方はご連絡下さい
＜オカリナクラブ＞ 楽しめる時に。100 円
と館で実施す
５月６日(金)13 時～ オカリナの練習です。平岡由利子さんを中心
平岡由利子 るコンサートを
にゆっくり進んでいます。次は５月 19 日(木) コンサート間近です
さんを中心に 発表の場として、
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
す。きっと大
、練習を重ね 目標が持てるので、取
丈夫。本番に強 ５月９日、16 日、23 日、30 日 パソコンを持って来て下さい。講師吉田恒夫
を吹いて
ゆっ
て早1 年が経 り組み易いです。
さん 参加費用 300 円(コーヒーつき) 次は６月６日、13 日、20 日、27 日
い私たちです
くりですが、楽し います。5 月
過しました。年
もの。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
29
日のコンサ
んでオカリナ
2 回まるご
５月
11
日
(水)です。午後
1 時 30 分～
特に持ち物は要りません。講師
ートが目前で
参加者は
さい。
森本玲子さん
参加費
400
円(コーヒーつき)
次回は６月 8 日(水)です
<絵手紙講習会 4 月 13 日>
いつも多くて 月に一
＜春のまるごと市＞
楽しめる時間が共有できる一日を。
席に余裕があり 度ですが、
ません。作品は 楽しいゆっ ５月 15 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
まるごと館に常 たりした時 ーケット 11 店を超えましたので締め切ります。野菜等、他にも色々あります。
<楽しい理科の実験 NO｡７だるま落としで遊びましょう>
時展示してあり をありがた
５月 20 日(金)13 時 30 分～ 講師 木下章司さん 特に持ち物はいりませ
ますので、い く過ごして
ん。参加費 300 円です。お楽しみに‼ 実は慣性の法則の勉強だそうです。
つでもお越
います。
森本玲子さん
かな作品に仕
＜歴史を学ぶ 早わかり八幡の歴史(通史)３>
しくだ
に教えて頂き、 上がっていると言
５月
27 日(木)13 時 30 分～ 講師
出口修さんです。この後何回かで八幡
ひとりひとり個
われます。
市の成立まで、各時代のエポックを紹介します。参加費
100 円 毎月 1 回
性豊
と考えています。興味ある方どうぞ
初めての方大丈夫です。
<パッチワークキャンデイ入れ4月21 日>
< I/O(アイオウ)コンサート> 一緒に歌いませんか
5 月 29 日(金)13 時 30 分～ 伊佐昭代さんと岡田佳美さんのデュオ。曲に
ついては後日お知らせ致します。参加者も歌うような場面がありますので、楽
しみにしていて下さい。前座でまるごと館オカリナクラブが演奏します。
参加費 500 円(コーヒー他ついています) どうぞお越しください。
＜ぬか床講習会＞
夏野菜を漬物にしませんか
みました。
６月日 10 時 30 分～13 時
カメ エプロン
中浦敬子
今回｢たまに
参加費 600 円(材料代と簡単な昼食代です) 日にちが決まり次第連絡します
さんが先生で、毎回 は慌てず、緊張しない 参加者の皆さんは
講師 使い捨て時代を考える会より 安井富子さん、高橋佐知子さん
たくさんご自分で試 で作るのがあってもい 出来上がったキャンデ
<パッチワーク講習会 あづま袋>
参加費 100 円
作され、講習会に臨 いか｣、ということで、ィ入れを見せあって余裕
の表情でした。
６月 23 日(木)13 時 30 分～
講師 中浦敬子さん
まれます。
楽しんで取り組
持ち物 百均の手ぬぐい、 糸、はさみ、針。
<八幡の歴史２ 4 月 28 日>

<布ぞうり講習会>
ご希望の方はまるごと館までご連絡を下さい。講師 盛田幸義さん
＜あんなこと・こんなこと＞
うか。そういうことを教わった
＊ 熊本の知人から電話をいただく。｢電
ように思います。老いの話も出

話が通じて、話ができるのが今一番ほ
て来ますが、｢衰弱やない老いは
っとすること｣と言われた。
円熟や｣(京都新聞より早川一光
関わりぬきに
びっくりする
勧請からで
＊まるごと館にいて多くの方から学ん
出口修さん
さんの言葉)というのも考えて
ほど話が次から は語れないと思い
だことは｢ひとのつながり｣は生きて
は 4 月初めの｢街道を した。どのように
みたいものです。
｢はちまんさん｣が 次へと出て来ま ました。もっと知り
いく力になるということ。じゃあどう
ゆく｣でもお世話に
たいです。
す。八幡のまち
＊ 5 月はまるごと館の大きな取組
なりました。今回 力を持つようにな
すればつながっていけるか。自分が、
みがあります。是非ご来館を。
は八幡宮との
ったのか、
は八幡宮の
自分がではない姿勢ではないでしょ
(うえたにじゅんこ)

