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４月にこんなことしました
<街道をゆく NO4>4 月４日

以前のまるごと市

まるごと館を知ってもらう

まるごと館がオープンしたのは今から約 8 年前
の2009 年6 月6 日。その年の秋から始めたまるご
と市は、今回で16 回目となります。5 月21 日(日)9
時から13 時、少雨決行です。
〝人が集まる場所を”と言っても、1 ケ月経って
も、2 ヶ月経ってもなかなかでした。ならば、まる
ごと館のことを知ってもらい、運営資金や設備を整
えるのにと、まるごと市を考え付いたのです。

多くの方にお世話になっています
今では講師の方々により、多くの講座を開くこ
とが出来、オープン時では考えられないくらいの
方々が参加して下さるようになりました。
また、既に何度も書きましたが、野菜販売で10
人の生産者の方々にお世話になるようになってか
ら、運営面で安定してきましたし、設備関係もかな

り整って来た。
まるごと市の当
初の目的が達成
されてきたよう
に思います。 街道をゆくNO4 吉田東子さん絵

まるごと市の新たな目的が

まるごと市の意味合いが少しずつ変わっ
て来ても、やはりまるごと館のことを知
ってもらうのは大切です。
又、ひととひとが交わり、その中で力
を合わせて取り組むことは楽しいこと
です。ひととのつながりは生きてゆくち
からになりますから。更に、2012 年 10
月のまるごと市より、収益の一部を福島
のこども保養キャンプに寄付しています。

大人気のおふたり 4 月 7 日
お姉さんフォークの伊佐
昭代さんと岡田佳美さんの
おふたりのコンサート。ま
るごと館ではすっかりお馴
染みで、多くの方が楽しみ
にされていました。観客の
気持ちを掴むのがお上手
で、直ぐに魅了されてしま
。
ます。きっと、観客は
気持ちが解放される
のですね。楽しくな
ります。今回は
I/O(アイオウ)さんで
3
３度目のコ
ン
サートで
すが
、何度でもということで、
季節を変えて毎年来て頂く
ことにしています。

コンサート当日は

｢八幡市歌｣知っていますか？
｢春はさつきに茶摘み唄 秋には梨
狩り 女郎花…｣と続きます。もうすぐ
木津川近くで茶摘みが始まりますが、
梨園の方は今では少なくなったと聞き
ます。八幡
ま
す。八幡の
特徴

を
よく
捉え、昭乗や
竹も登場します。

昨年 5 月には玉村信雄氏の聞き取り
第1部はおふたりのラ の｢八幡の子守唄｣を歌ってくださいま
まるごと市へどうぞ
イブ。広島で昭和 20 年 した。
こういう企画(選曲)はいいですね
フリーマーケットはあと２～３店です。ご
に被爆し、焼け残
希望の方はまるごと館までご連絡下さい。
。他に昭和の｢恋のメドレー｣
った片側だ
当日まるご
は懐かしく、メロディを
けで再び開
と館内でお
よく覚えていました。
茶を飲めま 花するまでに蘇った桜の歌、｢さ
おふたりの魅力は
2017 年５月７日/85 号
くらよ｣が
すし、お馴染
歌。即興でされるお
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印象的でし
話。絶妙なやり取り。多
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
た。その写
子さんや絵
くの場数を踏んで来ら
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
真を持って来
手紙講習会の
れたから出来ること。筆者には
ホームページは http://marugotokan.net/
て下さいました。
作品も数多く
毎回同じ歌でも飽きない
被爆桜写真
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
掲示されてい
という自信があります。
●
｢みんなで
ます。どうぞま
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 るごと館でご
で歌いましょう｣は
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 ゆっくりとお
第２部です。とても
楽しくて参加者全員
過ごし下さい。
大きな声で歌いま
す。

した。今回、特に
｢富士山茶摘｣は素
敵でした。２つに
分

９月に来て
頂くことな
りました。

八幡まるごと館 ５月・６月の予定
5 月 2 日(火)～5 月 6 日(土)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

５月１日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん
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)５月は８日、15 日、22 日、29 日の予定
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。会費 100 円
コンサート後お茶の時間
オカリナひまわり
５月１日(水)13
時～
平岡由利子さんを中心にゆっくり進んでいます。毎週月
よろしくお願い致します。オカリ
分かれて、違う歌を同時に歌
ナクラブは平岡さんも参加され 曜日 13 時から自主練習 6 月 7 日(水)13 時～
うのです。相手に負けないよ
ちょっとゆったりしませんか。
て、
演奏できたのが良かったです。 <絵手紙講習会>
うに、思いっきり歌うのはと
５月
10
日
(水)午後
1
時
30
分～
特に持ち物は要りません。講師 森本玲子
参加者の皆様もありがとうござ
さん
参加費
400
円(コーヒーつき)
次回は６月 14 日(水)です
ても気持ちがいいものです。
いました。楽しいひとときになり
＜春のまるごと市＞
楽しめる時間が共有できる一日を。
ありがとうございました！
ました。今後ともよろしくお願い
吉田東子さんコンサート絵
岡田さん、伊佐さん来年
致します。 ５月 21 日(日)９時～13 時 まるごと館と駐車場を使って行います。フリーマ
ーケットあと２～３店を募集します。野菜等、他にも色々あります
<オカリナクラブ ひまわり> ４月５日、7 日 毎週月曜日
リナクラブは丸 2 <パッチワーク講習会 巾着>
年になりました。 ５月 25 日(木)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん 参加費 200 円の予定(材料代
初めは穴に指を 込)です。持ち物 B 以上の鉛筆、針、糸、ハサミ、ひも通し
あてる所から、今 ＜歴史をぶ 八幡の歴史 12> 木津川のつけかえ等のお話
大分慣れた♯や♭ ５月 26 日(木)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円 月 1 回
には、毎回指の位
＜ぬか床講習会＞
夏野菜を漬物にしませんか
平岡由利子さんが 3 月後半から毎回参加
置を調べていたのを思い出します。ゆっく ６月 22 日(木)10 時 30 分～13 時
カメ エプロン
され、共に練習が出来ました。コンサー りですが、関係を大切に、達成感を得て、 参加費 600 円(材料代と簡単な昼食代です)
ト当日には 13 人で臨みました。このオカ 共に歩んで行けるのがこのクラブの魅力です。 講師 使い捨て時代を考える会より 安井富子さん、高橋佐知子さん。
<絵手紙講習会> ４月 12 日
<楽しい理科の実験 NO｡13 綿菓子を作る
> サイエンスショー
で掲示します。 ６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ん。
見ていても飽き 参加費 300 円(コーヒーつき)です。お楽しみに‼
ません。森本玲 <ライヴコンサート>
地元で生まれたジャズバンドです
子さんにひと言 6 月 29 日(木)13 時 30 分～15 時 出演 Jazz Band
アドヴァイスし 参加費 500 円(コーヒー他)ジャズ・ラテン・映画音楽・懐メロ・唱歌など
て頂けるだけ
が。最終的には幕府軍が賊軍として敗退し
も、その役割を担って歩んでいけるのは
かれい、うおぜ、筍、桜･･を目の前にし で不思議ですが、絵が変わります。
で、
最後に手話の
ていく様子や被害のこと等。橋本では８０
参加者の皆様方がおられたから。そうし
て、ひとりひとりが色々な描き方で取り組 学習です。歌に合わせて教えて頂きました。すぐ
軒(120
中)、八幡で
612
軒(1280
中)焼失･･
て、｢もう｣8 年も、まるごと館を続けて
みます。描いたらまるごと館に常時その場 忘れますが、繰り返しの中で身についていくのです。
高良社、安居橋、頓宮、極楽寺、法園寺等
こられた、としみじみ思うのです。
＜ 八 幡 の 歴 史 12＞ ４ 月 27 日
この時に焼けたそうです。被災された家へ
｢織る｣という行為自体がひとを惹き
＊
今回は参加
のお見舞い物資などのことも詳細にかかれ
つけます。さをり織り機で織っている
者数がびっくり
ていました。
次回木津川つけかえのお話です。
と、布の作られる仕組みがわかるから
するほどに。出
＜あんなこと・こんなこと＞
でしょうか、楽しくなります。初めは
口修さんはボ
＊
お休みに入る前に発行を、と思ったの
ほとんどの方がマフラーを作られま
ードに大まかな
ですが。まるごと館は｢まだ｣か｢もう｣
したが、回数を重ねて来られた方々
地図を書かれ
かわからないですが、オープンして
8
はこの所カバン、服、のれんと様々
1868 年の戊辰戦争の始めとなる鳥羽伏見
て、
年になります。この間色々な出来事が
です。ご近所のかたから頂いたさをり
の戦い当時の様子を八幡宮社士の山田さん
ありましたから、何かとよく振り返り
織り機はずっとまるごと館の働きを支
の日記から、読み解いて下さいました。日
ます。その都度、いつも傍にいて下さ
えて活躍しています。コンサート時に
記と言っても古文書で、とても美しい文字
る方々の存在をどんなに心強く思った
は奥に移動しなければなりませんが。
でした。当時の八幡が戦略的要衝であった
か。更には、まるごと館が少しずつで
感謝しています。(うえたにじゅんこ)
から橋本には陣屋が作られ樟葉には砲台

