それはまるごと市の開催でした。

まるごと市の始まり
夫の一言。｢運営費用を得る、設備を整え
る、まるごと館の存在を知ってもらうため
2010 年秋前日準備
●●
に年 2 回まるごと市をしよう｣と。市を成
まま
功させるよう、準備のために多くの方が関
お るる
越 ごご
わって下さいました。第 1 回のまるごと市
し とと
は 2009 年 10 月 25 日に実施しました。た
く 市館
くさんの方が来られ、今までにない高揚感
だ への
を得ました。
さ
こ
の名前
2010 年秋(野菜)
い
と
何もない中で
筆者が退職を決めた2009年2 月
当初、
まるごと館で活
に夫から｢次はまるごと館の館長
まるごと市へどうぞ
動しようとしても設備
・
やで｣と言われ、その年の 6 月に
秋のまるごと市を
10 月 16 日(日)9 時～13 時 2009 年秋フリーマーケットこの地に越してきて、休む間もなく、 備品がない。そのために
そのまま現在に至っています。
館長と言って 借用書を提出して、テン
に実施致します。15 回目となります。
トや机・椅子を前日に借
オープンから 7 年半の時がたちました。 も、ひとりなので何でもします。
りてくる。慣れない軽 2009 年10 月25 日上谷
野菜生産者の方々
まるごと館の成り立ち
当時、生産者おひとりで毎日ではあり トラを借りて運転し、別
2009 年6 月6 日まるごと館はオープンしまし
の重たいテントを、と駆け回っていま
た。構想は八幡市議会議員だった夫の上谷耕造。 ませんでした。段々協力して下さる生産
した。設置するのも片づけも一苦労で
｢大きな箱物を作らなくとも八幡にはお宝が 者の方が増えたのは 2010 年 5 月ぐらい
した。コンサートでは町内の方にいつ
そこら中にある。それを見つけて掘り起こし、 からでしょうか。今では 10 人もおられま
もお世話になり、音響設備を借りて設
そのことがまちに誇りを持てる作業になる。そ す。声をかけお願いした夫は 2012 年 12
置していただいていました。取り外し
れらを保存し、後世につなげていけるよう、発 月に亡くなりました。その当時、野菜生産
も。餅つき会の時も同様です。
展させ、地域をまるごと、青空まるごとミュー 者の方々には随分助けて頂きました。交替
何か動き出そうと思えば、必ずそう
ジアムにしていく｣ことを｢八幡まるごとミュー でまるごと館にいて下さった。他に館の留
いう手続きや経過・人手が必要でした。
ジアム｣と言っていた。そこから名前が由来する 守番をして頂いた方々も。
そのことは、まるごと館のこと理解を
今もまるごと館が続いているのはきっ
｢八幡まるごと館｣を『行政に頼るだけでなく、
され、いつも共に動いて下さる方々の
微力ながら民間の自分たちの手で｢地域力再生｣ とその時があったから、です。
存在ぬきには成り立たなかったことで
ひとが集まる場と言うけれど
に向けた交流の場』にと考え、作りました。
初 め は 誰 も す。いつもどなたかが傍に。
2016 年 10 月４日/７6 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。

来ないまる
ごと館で何
をしていた
のか、暇で紫
陽花等の挿
し木や絵を
色鉛筆で描
いたりする
余裕があっ
たように思
います。
転機はあり
ました。

けではな
く、定期
的な講座
の回数が
増えると
共にまる
2009 年10 月25 日まるごと市
ごと館のことを知っていただく機会も増
ご
えました。2014 年、ご近所の方のご厚意で
頂いた、さをり織り機も大活躍です。今
も順番待ちが続いています。
年 2 回のまるごと市は当初の目的をか
なり達成し、今では収益の一部を福島の
こどもの保養キャンプに寄付しています。

集まる場を参加者と創る

これまで、小さな民間故の悲哀を色々味
わって来ましたが、逆にそれをバネにしてや
ってくることが出来、ひとが集まることがと
ても嬉しいです。そんな時もいつもどなたか
がいて下さった。講師の方、参加者の方々、
ご近所の方、心配して寄って下さる方々。毎
朝来られる野菜生産者の方々。
本当にお金と関係ない所でひととひと
のつながりが持てる、この上ないことで
す。今は参加者の方々とともに“場を創
る”ことをしているように思います。
参加者の方から素敵なハガキを頂きま
した。
『今まで知らなかったことを識っ
た時の感激、絵画など創作の喜び、人
との交流、私にとって生きる力の一端
になっています。このようなことを満
たす場所を提供して下さっている｢ま
１つの山を越えて…
2013 年 9 月にテントを揃えること るごと館｣に感謝です。遠くに住む友
が出来ましたし、運営費用も捻出する 人から｢いいなあ｣と羨ましがられて
ことが可能になりました。野菜販売だ います』 嬉しい限りです。
９月にこんなことしました <オカリナクラブ ひまわり ９月７日 22 日>
夜｣の練習です。間に休憩を
一度持ちますが、そこでの話
も楽しい。1 年半経つと初め
の頃が懐かしく思い出され、
平岡さんに感謝しつつ、進め
てきて良かったなあと、しみ
なかなか全員がそろいません。平岡由利 じみ思います。クリスマスコンサート
子さんに教えて頂いて、腹式呼吸、音階と続 (12 月 11 日)まであと 5 回の練習で
けて｢山の音楽家｣｢埴生の宿｣｢きよしこの す。気持ちを込めて吹けますように。
夜｣

八幡まるごと館 10 月・11 月の予定
10 月 17 日は休館です
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
10 月３日(月) 講師 吉田恒夫さん 次は 10 日、24 日、31 日 (17 日は休
みます)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)
次月は 11 月７日、14 日、21 日、28 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
10 月５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。次は練習時に決まります。 11 月は２日(水)です
中浦敬子さん、
次から次へと用意して下さって、
作り方には感心しました。別布で耳を作るのではな すね。
<パッチワーク講習会 ネックウオーマ―>
く、同じ1 枚の布で縫い方を工夫して出来るので 針をほとんど持たないできた方々から｢楽しいです｣ 10 月６日(木)13 時 30 分～
講師 森山睦さん 持ち物 針、まち針、
と言われると嬉しいですね。ありがとうございます。
<絵手紙講習会 ９月 14 日>
糸、ハサミ、ウールの布(72 ㎝×33 ㎝)
参加費 100 円
。
りひとり違っていて <絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
面白いのではないか 10 月 12 日 (水)です。午後 1 時 30 分～ 講師 森本玲子さん 特に持ち物
と素人ながら思いま は要りません。 参加費 400 円(コーヒーつき) 次回は 11 月９日(水)です
す。絵の後に手話を教 ＜秋のまるごと市＞
雨天決行
10
月
16
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
吉田東子さんの絵手紙
マーケット 11 店揃いました。楽しめる時間が共有できる一日を。また、収益の
一部を福島の関西へのこども保養キャンプへ寄付しています。
この日は 20 人の参加者でまるごと館は えて頂いています。
<消しゴムはんこ講習会 干支の酉 > 参加費 400 円(コーヒーつき)
いっぱいでした。生産者の方々が協力し 1 ケ月経つと忘れてい
るのですが、繰り返す
10 月 20 日(木)13 時～15 時 講師 畠中眞さん 大東利行さん
て下さって、その季節の花や野菜を、森本
中で身についてきてい
デザインナイフ、彫刻刀 5 本入り、濃い鉛筆
先着 15 名です
玲子さんは時として生の魚を持って来て
ることもある、と。楽し
<歴史を学ぶ
早わかり八幡の歴史(通史)８>
下さいます。色々な描き方があって、ひと い素敵な時間です。
10 月 27 日(木)13 時 30 分～ 講師 出口修さんです。次回は江戸時代内里
<早わかり八幡の歴史７ ９月 16 日>
村の５人組帳３回目です。
参加費 100 円
前回に続き天保 6 年
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。
(1835 年)の内里村の 5
<八幡の歴史と文化を訪ねて 街道をゆく ＮＯ３>
先着20人です。
人組帳を出口修さんの
11 月１日(火)
9 時 40 分伊佐家前に集合(コミバスで行きます)、髙井輝雄
解 説 で学習しました。
さん（東高野街道まちかど博物館｢城之内｣）、出口修さんが案内して下さいま
全国津々浦々で 5 人組
す。持ち物は簡単な昼食とお茶、900 円と交通費 後日、詳細はご連絡致します。
が行われていた。小さ
<楽しい理科の実験 NO｡10 糸電話を作る >
続・争い事・治安のことから洪水・火事の時 11月18日(金)13時30分～ 講師 木下章司さん 1.5 ℓのペットボトル2本あ
い
い単位で連帯責任を負わせ、うまく統制
のこと等多岐にわたって、生活が管理されて れば持って来て下さい。参加費 300 円(コーヒーつき)です。
がとれるようにした。今回学んだのは相
<たくあん漬け講習会＞
白菜漬け等も参考になります。
<楽しい理科の実験 No9 電池９月 23 日> いたということ。大きな木を切るのにも許可
を得なければならなかった。まだ続きます。 11 月下旬 10 時30 分～ 共に簡単な食事をとります。
｢電池を作る｣がテー
参加費 500 円 講師高橋佐知子さん安井富子さん要筆記用具実際に漬けると
マです。電池の歴史は
ころの実演。レシピを用意しています。
カエルを鉄の棒にぶら
なげると音楽がなりました。
44 円での試みです。 ＜あんなこと・こんなこと＞
下げ、足に真鍮の針金
人間では手を食塩水で湿らせて全員が右手にス
＊ 小さい字で読みづらい文章の上に、私事
をつなげることから始
プーン、左手にアルミを持ち、間を導線でつな ばかり書いて申し訳ありません。予定と
まったそうです。
気の毒
ぐ。はしの人のアルミをーに、スプーンを＋につ 違って、何故かこうなってしまいまし
人間
ですが、カエルはよく
なぐとメロディがなりました。1 円玉を作るの た。いつも見上げるとそこにいる夫が
宮地さんと木下さん
実験に使われます。 され、全て試みました。
には1 円以上かかるらしい。ボーキサイト(ア ｢よくやってるなあ｣と言ってくれるか
1887 年、屋井先蔵が乾電池を発明し、電気時 11 円は1 円と10 円の間に食
ルミの原石)に大量の電気を使ってアルミが
塩水で湿らせた
な、と時々そんな思いにとらわれます。
出来上がるからで、逆にリサイクルのアルミ
計を完成させま
参加される方々と共に関係を大切にま
缶は97％も節約できることで重宝される。備
した。今回、木下
大根
長炭の電池は長くつないでいるとアルミ るごと館をつくっていくこと。
章司さんは 11
濾紙をはさみ、10 円玉 に穴があいてきました。アルミは食塩水 知らないことがたくさんあり、まだま
円・果物と野菜・
りんご
だの私ですが、これからもよろしくお
を電子メロディの＋
ジャガイモ
備長炭 に、1 円玉をーにつ に溶けてイオンになり…あとはもう少し 願い致します。(うえたに じゅんこ)
人間・備長炭で電池を作る準備を
勉強が。始めての経験で楽しかったです。
<パッチワーク講習会うさぎ
2016 年中秋の名
月の 9 月 15 日にあ
わせて｢うさぎ｣を
作りました。月見と
言えば、やっぱりう
さぎですから。耳の

９月８日>

