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沢庵漬け
今年は天候
不順で大根が大
きくならなく
て、大根を干し
たのが講習
2 日目の野菜漬け

渋柿の皮など・・・

安井富子さんと高橋佐知子さん

げることになり
そうです。3 月は
堺在住の一色美
恵子さんの絵画
展を予定してい
秋のまるごと市
ます。楽しみにし
10
(15 日)
ていて下さい。
街道をゆく NO5 ｢街道をゆく｣は
11 沢庵漬け講習会
既に3 回実施して
いて好評です。今までやって来て、八幡の
ことを如何に知らなかったかよくわか
ります。八幡にはお宝がいっぱいある。
八幡まるごと館へどうぞ
学べて、自分を発見出来て、居心地の
よい場をと、開館当初より取り組んで来
ています。ちょっと欲張りすぎかな。
11 月にこんなことしました
<沢庵漬け講習会>11 月 24 日
毎年、高橋佐知子さんと安井富子さ
ん(使い捨て
ん
時代を考える
会から)に来
2016 年 12 月７日/79 号
て頂いていま
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す。参加者は
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
初めての方も
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
おられ、皆さ
ホームページは http://marugotokan.net/
んメモを取
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
り、よく質問
●
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
た。食を自分
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。
の手につかむ
講習会です。

来年度の予定です
まるごと館の成り立ちから、今まで 12 月から
年間の予定を立てて来ました。今回も同様です。
定期的な講習会は敢えて載せていません。パソ
コン教室(毎週月曜)、絵手紙講習会(毎月第 1
クリスマスコンサート11日 水)、八幡の歴
12
しめ縄 22・野菜最終 26 史(月1 回)、楽
2017 新春餅つき会(22 日) しい理科の実
１
験(2 ヶ月に１
２ 味噌つくり講習会
回)オカリナひ
まわり( 月 2
３ 絵画展(29～31)
回)、パッチワ
街道をゆく NO4
４
I/O(アイオウ)コンサート ーク講習会(月
５ 春のまるごと市(21 日) 1 回)等です。
適
宜布ぞうり、クッション他入れていきます。
絵 画 展 の催 しを計 画 中 です
まず、設備を整えることからですが、出来る
ようになればまるごと館の取り組みの枠を拡
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ぬか床講習会

参加者の皆さん

会の 10 日前でした。
しかも初めはあたた
かくて、余り条件が良
くなかった。くの字に
曲がるのがいいと言
われますが、まだ干す
のが足りないくらい。
干し終わった時の重
くの字に曲が
さを計り、その 5%の塩
、鷹の爪、ぬか(大根重
量の 10%)、昆布、渋柿
の皮を用意しました。
高橋さんは手際よく説
明・実演して下さいま
した。肝心なのは重石
です。この数年の経験か

ています。夏野菜
はぬか床で食べ
たら美味しいの
ですが、気温が下
がると中々発酵し

野菜の漬け方を

のぬかを使って漬け
れば、5 日もすれば美
味しく食べられます。

ません。今はその代
わりに小松菜、カブ、
水菜等を 4%の塩、鷹
の爪、昆布、一握り

粕漬け
キュウリがたくさ
ん出回る季節は気温
小カブと水菜を
が高いので、粕漬け
は管理が難しく、適さないようです。今の季節
では大根やニンジン等何でも粕漬けに向いてい
らそう思い ると、安井さんは丁寧に教えて下さいました。
ます。重石 高橋さん安井さんありがとうございました
が 軽 い と ｢いつまでこういう事が出来るかな｣と安井さ
「いつまでも頼ってい
水 が 上 が んが何度も言われました。
って来ま ないで自分でやりなさい」ということでしょうが
せん。高橋さんもそう言われました。きっと2 月頃 、まだ、自分では
には美味しい沢庵が出来上がって来ると思います。 頼りない。自信を
持って語るには経
白菜漬け
これは沢庵より取り組み易いです。塩だけよ 験が不足してい
り、ぬかも使った方がしっとりきますね。塩とぬ る。でも、若い頃
粕漬けの話
かを混ぜておくのがコツです。これは白菜さえあ には見向きもしな
かった、気が付かなかった
れば、何度でも。野菜の高騰は困りますが、農家
先人の知恵を学ぶことの
の方々も四苦八苦されていました。明らかに地球
大切さを今ならわかる。こ
環境が変わってきているという事でしょうか。
れから、経験を積んで学ん
冬野菜の漬物
粕漬け床
でいきます。
これは前回より安井さんに教えて頂い

昼食時話が弾みます

<街道をゆくＮＯ３伊佐家他散策> １１月１日

流れ橋と浜茶

八幡まるごと館 12 月・2017 年１月の予定 12 月 27 日～1 月 7 日休館です

吉田東子さん画

まるごと館たより
78 号に報告を書きま
した。参加者が多くて、
行けなかった方には申
し訳ありませんでし
た。次も計画中です。

<オカリナクラブ ひまわり> 11 月 7 日、25 日

流橋焼工房にて

伊佐家茅葺

いよいよコンサート間近です。前座での参
加ですが、発表の場があるのは嬉しいことで
す。平岡由利子さんにはオカリナを何度も吹
いて頂き、多くを教えて頂いています。毎週
月曜午後、自主練習を行っていますので、練
習する場として利用して下さい。コンサートど
うぞお越しください。12 月7 日はリサーサル。

<絵手紙講習会>１１月９日
カラスウリに紅葉
と、この季節ならで
はのものが机に並び
ます。森本玲子さん
は風邪を物ともせず
の雰囲気が好きですね。
に動き回っておられました。描いている時
<パッチワーク講習会 ピエロ> 11 月 10 日

<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。
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
12 月５日(月)9 時～12 時 講師 吉田恒夫さん、12 日、19 日(26 日はお休み)
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)
2017 年 1 月 16 日、23 日、30 日の予定です。1 月 9 日はお休みです
<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
だんだん近代に近づいています。

<クリスマスコンサート＞
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。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
12 月 14 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１月 11 日(水)です
<しめ縄飾り講習会>
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＞＜まるごと館納め＞
12 月 26 日(月)9 時～ 地元の新鮮な野菜を販売します。お正月用野菜の準備を。ど
うぞ、お越しください。 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。
<まるごと館開き>
１月８日(日)９時～ 新しい 2017 年の始まりです。野菜販売も通常通りに始
まります。どうぞお越し下さい。

<楽しい理科の実験 NO｡11
細かい作業でしたが、皆さん熱心に取り組ま
れました。清水潤子さんが型紙から準備して下
さいました。手間のかかるピエロでしたが、針
を苦手な方が何個も作られたという話を聞く

<楽しい理科の実験 No10 糸電話を作る 11 月 18 日>

と、きっと未知の分野の開
拓をされているのでしょ
う。画期的です。清水さん
ありがとうございました。

出口修さんです。内里村の 5 人組帳は終わり、
参加費 100 円 興味ある方どうぞ

カルメ焼き>

１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
ん。参加費 300 円です。お楽しみに‼
＜新春餅つき会＞ 多くの方のご参加お待ちしています
1 月 22 日(日)10 時～杵と臼で餅つきします。お雑煮、大根やきな粉 やエビ
のお餅等々。参加費 500 円(子供さんは無料です) ご家族でどうぞ。
<パッチワーク講習会 ひな人形>
１月 26 日(木)13 時 30 分～ 講師 司馬信子さん 持ち物 糸、はさみ、針、
定規、ボンドを持って来て下さい 。 参加費 300 円です

針金で糸電話を
作り、音が伝わ
るかを調べまし
た。一番鮮明に
音が届いたの
宮地さん・金澤さん・木下章司さん
は針金、聞こえなかった 歌って踊るロボット
音の振動の勉強です。モール・ビニール・紙ひも・毛糸・
のはモール。
ペットボトルでマイク
ペットボトル
で
ルの中にバネをつけると、
でマイクを作
エコーがかかります。子ど
りました。2 つ
もは大喜び。ロボットには
のペットボト
何人もで、糸電話
びっくりでした。

＜あんなこと・こんなこと＞
＊沢庵講習会4 年目でし ＊ 早いもので、もう
た。
おふたりには多くの
ことを教えて頂きまし
た。
ひと手間かける生活
ですよね。手間は必
要なこと。食生活を
自分で実感できる
ことが要です。

12 月です。この八幡ま
るごと館は多くの方が参加されるようにな
りました。久し振りに館に来られた方から、
｢雰囲気が変わったね｣って言われました。
11 月から 12 月にかけてとても忙しかった
です。今は｢リース職人｣ですね。楽しいで
すが。もうすぐクリスマスコンサート、是
非お越しください。(うえたに じゅんこ)

