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野菜市後の生産者の方々
<今年度最終野菜市> 12 月26 日

ありがとうございました
新しい 2017 年は・・・・
2016 年は12 月
初志貫徹という言葉通
26 日の最終野菜市
り、 り、ひとが集まる場、学
で終わりました。野
べる場を、ひととひとの関
菜市は11 時半には切り
係を軸として、
あまり無理を
上げました。野菜生産者
せ
ず
に
歩
め
た
ら
と
考
えています
まるごと館掃除の後で
の方々には暑い時も寒い時にも、
今年6 月6 日で開館して8 年になりま
新鮮な野菜を届けて頂き、多くの方に喜ばれて す。随分長い間やって来たものです。いつも
います。まるごと館の運営・活動が成り立って 傍にいて下さる方々と共に歩んで来られた。
いるのは野菜販売の力による所が大きいです。
まるごと館にご参加を
感謝してもしきれません。
自分たちで企画して取り組むこと
きれいになったまるごと館
も出来ますし、あっと驚く自分の再発
野菜市の後、多くの方で、長い間さわってい 見やひととのつながりは何ものにも
ない所を含め隅々まできれいにして下さいまし 代えがたいものです。
た。まるごと館の空気まで澄んで見えました。
1２月にこんなことしました
2016 年にたくさんまるごと館に参加され清
掃までして頂き、ありがとうございました。
12 月 11 日
秋さんと小
川さんには既
にまるごと館
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念行事で1回計
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
７回、この狭い
●
設備のないま
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
るごと館に来
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 て頂いていて、
嬉しいです。

オカリナクラブ
盛りだくさんのコンサート
2015年の4月にま
秋さんと小川さんの唄がコン
るごと館で結成さ
サートのメインです。オカリナ
れました。平岡由
クラブひまわりが前座を、唄
利子さんに全てお
のあと平岡由利子さんの手品、
んぶにだっこでス
ビンゴゲーム、お茶の時間
タートしました。
と楽しんで頂きました。
曲らしいものが吹
秋さんと小川さん
けるようになるま
おふたりとも声量があっ
でにかなりの時が必
て、迫力もありました。
小川マキさんと秋友実さん
小川さんは｢恋人
要でし
よ我に帰れ｣のような
たが、励まし
ジャズポップス系、秋さん
あって今日まで来るこ
はシャンソン系を得意とさ

れていて、ひばりの｢人生一路｣
もとても良かったです。おふた
りは年々素晴らしくなられ、聴
いていて
圧倒され
るくらい
素晴らし
い歌声で
した。

とが出来ました。まるごと館で年 2 回行
うコンサートに前座として参加するのが
１つのステップアップになるのではない
か

オカリナひまわりの演奏

かと。平岡さんにはいつもお世話に
なっています。その平岡さんは千円
札が1 万円札になる手品をして下さ
いました。なかなかお見事でした。
ありがとうございました
平岡由利子さんの手品
秋さん、小
川さんと海
老名芳子さ
んでビンゴ
をして下さ
いました
さいました。色々な所で声をかけて 。皆さん大喜び。お茶の時間ではマドレ
下さったその結果だと思います。
ーヌを。皆様ありがとうございました。
当日は・・・
行事が重なったりし
て多くの方が来られる
か心配でしたが、御覧の
ようにたくさん来て下

なかなかうまくい
かないので何度も繰
り返します。小澤延
之さんに何年も講習
して頂いています。

<リース作り講習会> 12 月 1 日午前・午後 12 月 2 日午前
た。ひとりひとりが
違うリースが面白か
ったです。今から木
の実を探しています

八幡まるごと館 １月・２月の予定

20 人の方が参加され
ました。ツルや木の実
を多くの方にご協力頂
き、たくさん集めまし

<オカリナクラブ ひまわり> 12 月 7 日
なかなか全員揃わなかったのですが、月 2
回の練習でコンサートを迎えます。コンサー
トは 3 回目の舞台となるので、度胸がついて
います。平岡由利子さんに毎回教えて頂き、
バッチリです。全員揃ったら、並べるか不安
があるのですが、その方が楽しいでしょうね。

＜八幡の歴史 10＞

12 月 9 日

出口修さんに出来るだけ多く歴史の話をして頂ける

よう考えています。今回は
「寛永の三筆」の一人松花
堂昭乗が詠んだ八幡。1615
年初冬八幡から北野へ吟
行した時に詠んだ八幡 の
まちの句を紹介して下さ
いました。次回は｢八幡八景｣です。

<絵手紙講習会> 12 月 14 日

今年は参加者が多くて場所が足りないく
らいでした。描く時間も終わってからも皆
さん楽しい時を共有され、聞いていても楽

しい。森
本玲子さ
んはこの
日はあわ
てんぼう
のサンタ
クロースを手話で教えて下
さいました。吉田さんの絵
手紙も素晴らしいです。

<しめ縄飾ﾘ講習会> 12 月 22 日

作：吉田東子さん

もち米の稲わらで左巻にするのですが、年に
1 回なので技術が向上しません。でも、皆さ
ん2 時間で作られました。そのうちきっと上
達するでしょう。楽しい講習会でした。小澤
作：吉田東子さんさんありがとうございました。

<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。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
１月 11 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２月 8 日(水)です
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
１月 16 日(月)9 時～12 時 講師 吉田恒夫さん 1 月 23 日 、30 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)
２月は６日、
13 日、20 日、27 日の予定です。
1 月 9 日は休みです
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。会費 100 円
１月 13 日(金)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。 ２月は１日(水)です

<楽しい理科の実験 NO｡11

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。雑煮、大根やきな粉のお餅等々。
参加費 500 円(子供は無料です)
＜歴史を学ぶ 八幡の歴史 10> 内容は｢八幡八景｣です
１月 25 日(水)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円 月 1 回開催
<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

＜味噌作り講習会＞
２月下旬 10 時～13 時 30 分 講師 田頭千鶴子さん 安井富子さん
希望の方は準備物がありますので、1 月中に申し込んで下さい。
参加費(昼食を共にします)600 円です。

＜あんなこと・こんなこと＞

参加

です。絵画展は年に数回は出来るのではな
いかと思います。お楽しみに。
ところ風邪を引き、じれったいほど、動け
そのあと4 月7 日(金)にI/O コンサートを
ませんでした。｢年を重ねることはそうい
予定。オカリナクラブは春の歌ですね。
うことや｣と。いつも元気でいると調子が
＊ 暮れからお正月にかけて 12 日間休
悪い時のことを理解できません。今回の件
みました。また、まるごと館で皆さ
で無理をせずゆっくりと歩んで行こうと。 んにお会いできることを楽しみにこ
＊ まるごと館で初めて絵画展を計画
れ書いています。今年もよろしくお
しています。3 月 29 日～3 月 31 日
願い致します。(うえたにじゅんこ)

＊ 新年を迎えて、気持ち新たにと思っていた

