●

ひ
と
が
集
ま
る
場

らっていると言う発想では間違いだと
思い至りました。共に歩んで下さって
いるのです。

フリーマーケット、野菜市は・・・

ら、野菜を期待してこられた方には
申し訳ありませんでした。

ありがとうございました
野菜生産者の方々、出店者やお手
伝いや参加者の皆様ありがとうござ
いました。過分なる寄付も頂きまし
た。福島のこども保養キャンプのた
めの費用に収益の一部寄付します。
11 月、12 月は例年、予定講座がたく
さん入っていて忙しいのですが、ひと
との交わりが力を与えてくれます。ど
うぞ、まるごと館にお越しください。
お待ちしております。

フリマはまるごと館を含めて 13 店で
した。手作り品色々、リサイクル品、パ
ン、ケーキ、布ぞうり、和菓子、炊き込
を
みご飯等々。野菜は天気の不順で例年
め
より収穫量が少なく、始まりと同時に
ざ
2012 年秋のまるごと市
殆ど売れてしまう状態でした。この頃
し
て
でも、野菜の高騰で早朝からまるごと
きますが、とても取り組
館の野菜販売を 待たれる 方が多いで
みがいがあることです。
す。特に葉物がすぐに売れます。だか
15 回目のまるごと市
まるごと市のチラシ配
<パソコン教室>
毎週月曜日
10月にこんなことしました
10 月 16 日はとても良い天気で
りから、前日の野菜きざ
もあるのですが、これか
多くの方が来られ、賑わいました。
2012 年春にスタートしてから、早や
み、当日のテント張り、片付
らの時期は年賀状をさ
残念なことは、当日撮っていた写真をパソ けまで多くの方がいて下さって寂し ４年半。吉田恒夫さんには雨の日も
れる方が多いように思
コンの操作ミスで消してしまったことです。 い思いをすることがなくなりました。 風の日もずっとお世話になっていま
います。初めての方で
す。参加される方は課題がそれぞれ
もお気軽にどうぞご参加
そのため 2012 年の秋のまるごと市の写真を
まるごと館友の会？
違っているので、待っていただくこと
下さい。お待ちしております。
かわりに載せています。申し訳ありません。
「友の会」という言い尽くされた言
<オカリナクラブ ひまわり> 10 月 5 日、26 日
多くの方のサポートのもとで
葉で申し訳ないですが、ティッシュ入
まるごと館
まるごと館を 7 年半も続けてきて、特 れやケース、ランチョンマット、吾妻
で、という時
にこの１・2 年、まるごと館を理解して下 袋、腰かけ等を何人もの方が自主的に
があるので
さる方々との出会いがあり、今はとても 作られ、フリーマーケットで売られま
フル回転さ
心強いときです。ひとが集まる場として、 した。まるごと館の運営を考えて、独
れています。
たくさん教
利害や打算と関係ないところで共に学べ 自の発想で動いて下さいました。筆者
えて頂き、皆
て交わりを持つことが出来る。何度も書 としては、館に参加して下さるだけで
毎回コンサートに向けての練習にな で上達してきている。そう思います。‟
も十分嬉しい って来ました。平岡由利子さんは朝から 皆で“というのがいいですね。いよいよ
ことなのにと ボランティアで演奏されから、午後も
コンサートに向け練習本番です。
思うのですが、
<パッチワーク講習会 ネックウオーマ―> 10 月 6 日
れ、何枚も作
そのことを考
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んとても楽
在の必要性を
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
十分に理解さ
しんで参加
●
れておられる
されていまし
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 から率先して
今回の先生は森山睦さんです。これか た。森山さんあ
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 動かれる。筆 らの季節にピッタリのネックウオーマ りがとうござ
―。ご自分で気にいった布を持って来ら いました。
者が助けても

<絵手紙講習会> 10 月 12 日

<パッチワーク講習会 ピエロ＞
11 月 10 日(木)13 時 30 分～
講師 清水潤子さん
針、糸、ハサミ、木綿の布(12 ㎝×17 ㎝)、濃い鉛筆
<楽しい理科の実験 NO｡10 糸電話を作る >

参加者が 21 人でまるごと館がいっぱいでし
た。森本玲子さんはあっちにこっちにまわられ
て大変ですが、参加者にとっては月に一度の筆
を持つ楽しい時。中には毎日のように描いてお
られる方も。最後には手話を、指文字から始め、
‟ふるさと“の歌詞を歌と共に参加者全員でや
ってみましたが、続けることが身につく近道で
しょうか。森本さんありがとうございました。

<消しゴムはんこ講習会 干支の酉>
昨年に 2 回消
しゴムはんこを
教えて下さった
畠中眞さんと大
東利行さんに来ていた
だきました。大東さん
は左のデザインナイフ

11 月 18 日(金)13 時 30 分～
講師 木下章司さん参加費 300 円(コーヒーつ
き)です。きっと楽しいですよ。ペットボトルで何か作りますよ。
<たくあん漬け講習会＞ 白菜漬け等も参考になります。
吉田東子さんの絵 11 月 24 日(木) 10 時 30 分～ 参加費 500 円(共に簡単な食事をとります)
講師 高橋佐知子さん、安井富子さん 要筆記用具
実際に漬けるところの実
演。レシピを用意しています。粕漬けもやって下さいます。
10 月 20 日

を作って下さって、全員がそれで彫りまし
た。朱文と白文を初めに練習してから、各
自が干支の酉の図を決めて彫り始めまし
た。きっと年賀状には消しゴムはんこを押
されることでしょう。大東さんにはとても
時間を割いて準備され、感謝申し上げます。
質素にという‟5 人組一
札のこと“がだされ、そ
こに印を。出口修さんが
解説して下さって、当時
を想像することが出来ま
した。
庄屋の役割も大変。
5 人組帳は終わりです。

<木の実のリース作り>

12 月 1 日(木)13 時 30 分～ ハサミ、グルーガンがあれば持って来て下さい。
お持ち帰りの袋もお忘れなく。 先着 15 名です。

<歴史を学ぶ

早わかり八幡の歴史(通史)９ >

12 月９日(金)13 時 30 分～ 講師 出口修さんです。内里村の 5 人組帳は終わり
、だんだん近代に近づいています。
参加費 100 円 興味ある方どうぞ

<クリスマスコンサート＞

<早わかり八幡の歴史 ８> 10 月 27 日
内里村の 5 人組帳の 3 回目です。今回は内
容として、年貢に関することが数多く、当時
の懐状態や治安があまりよくないことがわか
ります。田畑の耕作をいい加減にして奉公に
出ること等を戒め、連帯責任や庄屋への責任
まで言及している。この時期は農村が疲弊し
て、法度を守る、博打等はしない、生活全般を
<さをり織りのこと>
さをり織りの機械を頂いて 2 年半になりま
す。すっかり慣れて上手になられ、この頃の
特徴はマフラーではなく、カバンを作られる
方が多くなりました。皆さん、初めはドキド

持ち物 針、まち
参加費 100 円

楽しい時を共に。

12 月 11 日(日)13 時 30 分～15 時
秋友実さん、小川マキさんのクリスマス
ソング 日曜の午後ゆっくりと楽しんでください。一緒に歌うコーナーありま
す。参加費 500 円(飲み物他ついています) 前座でまるごと館のオカリナクラ
ブひまわりが演奏します。どうぞお越しください。

<しめ縄飾り講習会>
5 人組一札のこと

キ恐る恐るでしたが、このところすっかりベ
テランさんで、とても綺麗な仕上がりです。1
番はじめに得たあの感動は癖になります。布
がこう作られていくのが実感できますもの。
やったみたい方は順番待ちですが、どうぞ。
八幡まるごと館 11 月・12 月の予定
12 月 27 日～1 月 7 日休館です
<八幡の歴史と文化を訪ねて 街道をゆく ＮＯ３>
11 月１日(火)
9 時 40 分伊佐家前に集合(コミバスで)、髙井輝雄さん（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す。持ち物は簡単な昼食とお茶、
１００円と交通費が必要です。定員になっています。
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。会費 100 円
11 月２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 11 月 25 日(金) 12 月は７日(水)はリハーサル
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
11 月 7 日(月) 講師 吉田恒夫さん 次は 14 日、21 日、28 日 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) 12 月は５日、12 日、19 日で年内は終わり。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
11 月 9 日 (水)です。午後 1 時 30 分～ 講師 森本玲子さん 特に持ち物は要りませ
ん。 参加費 400 円(コーヒーつき) 次回は 12 月 14 日(水)です。

１２月 22 日(木)13 時～ 講師小澤延之さん 参加費 500 円 持ち物
剪定ハサミ、ペンチと千枚通し(ある人は持ってきて下さい) 15 人まで

＜今年度最終野菜市＞
12 月 26 日(月)9 時～ 黒豆、地元の新鮮な野菜を販売します。黒豆等のお正
月用野菜の準備を。どうぞ、お越しください。

＜まるごと館納め＞
野菜市の後、午後 1 時前後から 1 年間使用したまるごと館を片づけ､掃除
をします。お忙しいとは存じますが、ご参加下さいますようよろしくお願
い致します。その後、お茶の時間を持ちます。
＜あんなこと・こんなこと＞
が参加して下さって、特に絵手紙は
＊ 写真を載せることが出来なくて、悔
やまれます。10 月 10 日まではバッ
は座るところがありません。嬉し
クアップしてあって、それ以降の 11
い悲鳴です。講師と参加者でその
月 1 日までのほんの３週間の間のフ
場を創るということ。何年先まで
ァイルや写真が消えてしまいまし
続けることができるかわかりませ
た。そういう状態を経験して、自分
んが、皆さんに必要とされる場を目
がパソコンに随分依存しているのが
指して共に歩めたらと思います。
わかりました。色々と反省しきりで ＊ 暑いから急に寒くなるこの頃です。
す。ああ 11 月 1 日の伊佐家に出か
春と秋がないですね。寒くなって
けた写真が‼
きますが。どうかご自愛くださ
＊ 此の所の講座にはたくさんの方々
い。 （うえたに じゅんこ）

