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吉田東子さんの絵手紙

怖いもの知らず
自然体で生きる
さそわれたらことわらない
習い事はわがままでよし
一日一日ていねいに
生きよう
(右) 咲くまで
待とう 時計草

夏
午前 4 時台の月
作品が館に展示してあり
まるごと館の朝は
ます。
時計草は面白かった
野菜生産者の方々が野
です。
(隣ページ右上の絵)
菜を持って来られるとこ
講習会に多くの方
ろから始まります。野菜
が来られる様になりま
販売は館の運
営のための大き
写真は嶋寛さん
な位置を占めま したし、用がなくてもま
す。
生産者の方々 るごと館に寄って下さ
はいつも３０分 る。毎回書きますが、７
くらい談笑され 年前のオープ パッチワーク講習会作品
毎朝の風景
ます。畑の話が
ン時がうそのようです。
多いですね。最近では｢アライグマに
今ではひととの交わ
トウモロコシを食べられた｣というの
りの中で、いっぱい学
がありました。天気の悪い時も暑い時
んでいます。また、自
も、毎日のことなので随分お世話にな
主的な動きもみられ
っています。感謝しています。
るようになりました。
ひととの交わりの中で
誰かに言われてではなく。そんなこと等生き
朝は野菜を買いに多くの方が来ら ていく支えにもなったりします。筆者などは
れます。嶋寛さんもその中のおひとり それでずっとやって来られたように思いま
です。カメラを抱えて館の中や外の す。自分の中に新たな発見があったり、時には
花々等たくさん撮って頂きました。 開花することだってあります。吉田東子さん
の絵手紙は
何とも素晴
らしいもの
で、
絵手紙講
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かれるよう
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
に。
東子さん
●
の世界ＮＯ
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
２を館内に
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 展示してい
ます。
是非ご
覧下さい。

時計草の開花を待つ嶋さんを。

７月にこんなことしました

パソコン教室 毎週月曜
パソコン教室 吉田 恒夫さんより
りたい事をお伺いして、困っている事を解
決するお手伝いをしています。難しい事は
だめですが、パソコンの基礎的な事ならア
ドバイスできるかも知れません。
7 月１8 日
まるごと館パソコン教室は 2012 年 4
皆さんにとってパソコンは身近なもの 月に始まり、ときには、どなたも来ら
ですか？パソコンは、時にやっかいなも れず急きょお休みとなった日も幾度
ので、へそ曲がりじいさんの様に、全く かありましたが、お陰様で、5 年目を
言う事を聞きません。
迎える事ができました。
そんな時に「少し懲らしめてやろう」と押し入 ご不満も多いと思いますが、なかには
れに閉じ込めたままになっていませんか。
「解らない事、困っている事をピンポ
そんなパソコンも使い方しだいで、良き イントで聞けるのがいい」とおっしゃ
友人にも、パートナーにもなるかもしれ ってくださる方もいます。
ませんよ。あなたのパソコンを持って、ま 月曜日の 10 時から 12 時までやってい
るごと館パソコン教室にお越し下さい。 ます。詳しくは”まるごと館だより”
をご覧ください。
教室では教科書は使っていません。や
オカリナクラブ ひまわり 7 月 6 日、21 日
平岡由利子さん

『オカリナは、1860 年イタリアの小さ
な村で作られました。土で出来ていて
1000℃から 1200℃の高い温度で焼いた
ものです。穴は 11～12 あいています。
落とすと割れます。のどをかっと開け
て元気よく吹く曲としんみりと緩やか
に吹く曲があります。曲にあわせて吹
きましょう』は平岡さんからのお話で
す。オカリナは寒い季節に音が出にく
いのでよく温めておられましたし、休
憩時に何か口にされた時は、必ず歯磨

きをされています。平岡さんのオカリナに
対する姿勢を盗めたらといつも思います。
また、オカリナの内部にどうしても唾
液がたまります。その時は勢い良く吸っ
たらいいと読んだことがあります。
皆で緊張感を持って気持ちよく吹け、
楽しい時を全員で作れたら最高です。
クリスマスコンサートは 12月11日(日)13
時 30 分からになりました。曲は｢山の音
楽家｣｢埴生の宿｣｢きよしこの夜｣です。
平岡さんは他に３曲吹かれます。
よろしくお願い致します。

絵手紙講習会 7 月 13 日

森本玲子さん
きました。のびの
びと絵が描ける
のも講師が森本
さんだから、そう
思いませんか。前
回に続き、手話
は｢ふるさと｣の復
習とひとりひとり
の名前の練習でし
た。
忘れますが、
何
回でも繰り返せば
いいですよね。
中浦敬子さん

早わかり八幡の歴史(通史)５ 7 月27 日

の話が中心
でした。古文
書から読み
取られたも
ので正にそ
出口修さん の時を生き
｢私が大切にしている事は人それぞれの
江戸時代八幡神領外の村の暮らし。江戸 ているような感覚に陥りました。興味深か
良さを伸ばして声かけする事です。教室
時代になって初めて、家が最小の基本単位 ったのは、平均寿命が３０歳だいの中、高齢
は和気あいあいで熱気に包まれ、思い思
になったそうです。今は当たり前になって 者介護については女がするものというので
いの素敵な作品が多く、思わず嬉しくな
いますが、まだ新しい。1600 年～1700 年で はなく家長の責任だったそうです。背中に
ります。これからどんな作品ができるか
は総人口が約3000 万人だったそうです。現 年老いた母を背に、深沢七郎の｢楢山節考｣
楽しみです｣森本さんからコメントを頂
在は1 億3000 万人弱。これは前回調査より の話も登場しました。当時の庄屋さんが苦
労されたこと等具体的でした。いつまでも
９６万人減ってきているそうです。
パッチワーク講習会 コースター7 月 14 日
出口修さんの話は上津屋村(流れ橋周辺) 続いて欲しいと思った講習会でした。
八幡まるごと館 ８月・９月の予定 8 月 6 日～8 月 9 日
休館です
8 月 13 日～8 月 16 日
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
８月１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)
8 月 8 日と
15 日は休みます次月は９月５日、12 日、19 日、26 日の予定です。
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。会費 100 円
中浦敬子さんにはもう 5 回も連続してお世話
８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
になっています。この講習会のために色々研究
にゆっくり進んでいます。次は９月７日(木) 8 月は 1 回です
して頂いています。今回は夏にぴったりのコー
<歴史を学ぶ 早わかり八幡の歴史(通史)６>
スター。この場でひとつ作り、あとはお家でた
８月
24 日(水)13 時 30 分～ 講師 出口修さんです。次回は江戸時代内里
くさん作られた方が多いようで、とても好評で
吉田東子さんの絵手紙
す。毎回同メンバーが参加され、楽しく過ごせ でできた講習会で誰でも先生ができますよ。この 村の５人組帳で話をされます。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。
る仲間という表現がぴったりです。まるごと館 ところずっと中浦さん。ありがとうございます。
<パッチワーク講習会 うさぎ>
木下章司さん
楽しい理科の実験 NO｡８ 7月23日
９月８日(木)13 時 30 分～
講師 中浦敬子さん 持ち物 針、赤と黒
の太めの糸、ハサミ、鉛筆
参加費
材料費込で 250 円
今回は圧力の学習です。木下章司さんはお
友だちを連れて来られ、おふたりが助手と
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
して動かれました。普段目に見えない大気
９月 14 日 (水)
午後 1 時 30 分～
特に持ち物は要りません。
圧を体感する実験を色々なもので見まし
講師 森本玲子さん 参加費 400 円(コーヒーつき)次回は 10 月 12 日
た。空き缶に少量水
<楽しい理科の実験 NO｡９ 電池作りに挑戦しよう>
ボール(マグデブルグ半球)
を入れ、沸騰したら
９月 23 日(金)13 時 30 分～ 講師 木下章司さん 特に持ち物はいりませ
裏返して、水につけ
ん。参加費 300 円(コーヒーつき)です。
ると 空き缶 がつぶれ 空き缶がつぶれる。普段意識して
＜あんなこと・こんなこと＞
シャーベ
ット
る。中の蒸気が冷えて外 ないですが、１つのつめに対し
鈴虫がいます。欲しい方は
＊
の大気圧が大きくなり て１㎏の圧力(大気圧)がかか
虫籠を持って来て下さい。
っているそ
うです。顔なら２００ｋｇ。空き
＊ コメントを下さった講師の方々
缶とペットボトルとボールは同
ありがとうございました。
じ考えですね。新聞紙と割りばし 沢山実験した後はおまけで色々なシャーベット＊ 読みづらい文章ですみません。いつまでたっ
は簡単に家で実験できます。机を を作り、十分楽しみました。本当は宇宙の話もさ てもなかなかです。８月は休みが多いです。
れる予定だったそうですが。
木下さん、
金澤さん、 暑い中どうかご自愛ください。
空き缶
ペットボトル
新聞紙と割りばし 引き上げる実験もありましたね。
宮路さんありがとうございました。

（ うえたに じゅんこ）
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