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録音し、それを楽譜に起
こすという、気の遠くな
る偉業をされていたので
ある』(ののが綴る徒然日
記より。ネット検索しま
した) 伝承曲です。

5 月15 日春のまるごと市にて

やわた

I/O(アイオウ)とは

当たり前な存在に
早いものです。6 月6 日で｢ま
５月にこんな
るごと館｣は 7 周年となります。
ことしました 春のまるごと市
多くの方々に｢まるごと館｣のことをお知ら
せする術も何もなく、過ごしていた7 年前は今
5 月 15 日開催しました。この日は晴天、
を想像だに出来ませんでした。｢まるごと館｣が 色々な所で催しがあり、前回ほどひとが多
｢あって当たり前｣な存在になってきていたら くなかったのですが、十分に楽しんで頂け
嬉しい限りです。それにしても野菜販売が大 る一日になったのではないでしょうか。
きな役割を果たしているように思います。
沢山の方と共に作った市
｢まるごと館｣で・・・
チラシ配り、前日の炊き込みの材料きざ
新しいひととひとのつながり、未知の分野の扉 み(干ししいたけや沢庵はたくさん頂きま
を開くきっかけ、学ぶ、自信、
・・・。書けば枚挙 した)、当日のテントはり等多くの方が関
にいとまがないくらい、色々な経験、おもいを現 わって、まるごと市は成り立っています。
在進行形でしています。まるごと館に来て、ただ いつもありがとうございます。
お金と関係ないところで力を合わせる
座っているだけでも落ち着けるのが一番いいので
のはとても気持ちがいいものです。
しょうが、まだまだ修行中の身で、時間が欲しい
です。でもね、少しは動き出せているかなあって。 野菜市やフリーマーケットは・・・
野菜は早くか
ら売れてしま
まるごと館
でブーム
い、10 時過ぎ
の時計草
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は15名の方で
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
した。ありが
●
とうございま
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 した。また秋
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 (10 月 16 日)
もよろしくお願
い致します。
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１. よいよいよいよい 淀より下は

吉田東子さんの絵

はちまん

八幡 八幡 大菩薩 大菩薩
２．向こうに見えるは 淀 鳥羽 竹田
松に花咲く 藤森 藤森（続きは裏へ）

5 番まで続きます。これが
伊佐昭代さんと岡田佳
美さんの頭文字からきた
｢八幡の子守唄｣。とても力が
もので、おふたりのこと。
こもっていました。玉村氏
八幡市在住のデュオで
の 奥様が会場
す。昨年の5 月29 日にも
にお見えで、紹
まるごと館に来て
介されました。
頂きました。楽しくて
この唄が聞けた
素敵な時を創り出さ
のは良かったです。
伊佐昭代さん
れ、その魅力にはまりま
す

す。活躍される場
がどんどん拡がっ
てい
ま
す。

｢八幡の子守唄｣

今回初めて歌われると
いうことでした。
『今は
亡き玉村信雄氏がそ
の土地そ
の土地に出か
けられて、古くか
岡田佳美さん
ら伝わる民謡など、
お年寄りが口ずさんで歌われるのを

迫力あるハーモニー
とウィットが
おふたりのハーモニー
が素晴らしかった。歌と
歌の間に話されること
も粋で、ウィットがあ
り、皆さん思わず笑って
る。｢京の恋しいメドレ
ー｣はとても懐かしく学生時代によく歌って
(裏に続きます)

参加された方々

オカリナクラブ ５月６日、19 日

列です。平岡由利子さん
に教えて頂き、励まし合
いここまで来ることがで
きました。1 年たつと不
思議に吹けるようになっ
て、新しい楽譜が必要に
って
コンサートが近づき、19 日には当日と同 になって来ました。毎日オカリナを吹くことが
じ様に譜面台を立てて本番さながらの練 大切と言われますが、このところ、毎日という
習をしました。12 月クリスマスコンサー わけにいかないですが。楽しい時を共有して過
トには 2 列で演奏しましたが、今回は 3 ごし、共に吹くのがさらに、いいですね。

絵手紙講習会
５月 11 日
森本玲子さんに教えて頂いていま
す。今月は豆、玉ねぎ、魚、バラ、
等季節の物を描きました。素早く
形を描く人がいれば、丁寧に時間
をかけて描く人もいて、それが面
白いですね。絵のほうもひとりひとり
違っていて、それが素敵と思います。
楽しい理科の実験

５月 20 日

だるま落としで遊びま
した。一番下を木づち
で打つと上の物はその
ままその場所に 居 続
けようとします。お
皿が沢山乗った巨大

八幡の歴史３

いつもひとがいっぱいです。楽しいからで
しょう。月に一度のこころの潤いの時かな？

５月２７日

この日は鎌倉時
代、八幡宮の威
光が最高潮にな
ったのは何故か
や 神 人 (じ に ん )
や八幡宮領の随
分詳しい話をして下さいました。特に八
幡宮領とそうでない所は別々に進んで
来たそうです。家康から 361 通の朱印状
を八幡宮領が得たということは色々意
味があるようですが、武家の守護が大事

テーブルクロスをかなりの速度の車
で取り去る実験を見ました。止まっ
ている物体は止まり続けるという性質
を証明するように、木下章司さんは
色々用意されて来られました。左のビ
ール瓶とわっかとボールペンでは夢中
になりました。わっかをとるとボール
ペンは瓶の中に。慣性の法則でした。

た。違う歌
が歌えるの
で。納得で
す。伊佐さ
ん、岡田さ
ん本当に
(続きます)
ありがと
オカリナクラブ
うございました。狭いところですが、
いました。こういう時間って必要ですね。
また次回もよろしくお願い致します。
皆で歌うのが楽しい
オカリナクラブも頑張っています
たくさん歌を用意して下さって、声を思 手前みそですが、ばっちりでしたね。
いっきり出して歌いました。特に｢かえ 平岡さん、ありがとうございました。
るの合唱｣｢静かな湖畔｣の輪唱は気持ち また次に向けて始動です。
良かったです。又、来年も 5 月にとお願
最後になりましたが
いしたら、別の季節がいいと言われまし カステラにクッキーを時間かけて作って下さ
八幡まるごと館 ６月・７月の予定 って感謝です。美味しかったです。
＜オカリナクラブ＞
楽しめる時に。100 円
６月１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６月 22 日(水)です
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日です
６月６日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん 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 13 日、20 日、27 日 次
月は７月４日、11 日、18 日、25 日の予定です。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
６月８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７月 13 日(水)です
＜ぬか床講習会＞
夏野菜を漬物にしませんか
６月９日 10 時 30 分～13 時
カメ エプロン 参加費 600 円(材料代と簡
単な昼食代です)
講師 安井富子さん、高橋佐知子さん(使い捨て時代を考
える会より) もう締め切っています。
<布ぞうり講習会>
講師 盛田幸義さん
6 月 10 日(金)13 時 30 分～ 持ち物はなし 参加費 500 円 5 名までです
<パッチワーク講習会 あづま袋>
参加費 100 円
６月 23 日(木)13 時 30 分～
講師 中浦敬子さん
持ち物 百均の手ぬぐい、 糸、はさみ、針、ものさし。
歴史を学ぶ 早わかり八幡の歴史(通史)４>
６月 24 日(金)13 時 30 分～ 講師
出口修さんです。この後何回かで八幡
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。

<楽しい理科の実験 NO｡８

空き缶をつぶそう>

７月 22 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。空き缶を足でつぶすのではありません。
空気の圧力のお話です。どうぞお楽しみに‼

なことで、そのために安居神事(９/15~12/15)
が行われた。古文書にその時の料理内容 ３．うちのお千代さんの 正月ベベは ５．この子寝さして おふとん着せて
何にしようとて 呉服屋に問えば
まで書き残されているそうです。出口修
ぐるり抑えて 針仕事 針仕事
よいよいよいよいよい
さんのお話から当時の八幡を想像してみる ４．梅に鶯 吉原雀
羽を広げて 飛ぶところ 飛ぶところ
事が出来ました。次回も楽しみです。 まるごと市での寄付やコンサート参加ありがとうございました。小さい字ですみません(うえたにじゅんこ)

