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八幡まるごと館 ６月・７月の予定
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
６月５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)６月は 12 日、19 日、26 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
６月７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。
毎週月曜日 13 時から自主練習をしています。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
６月 14 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
さん 参加費 400 円(コーヒーつき) 次回は 7 月 12 日(水)です

<パッチワーク講習会

猫のパンくずほうき>

６月 16 日(金)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん 参加費 400 円 (材料代込)
持ち物 B 以上の鉛筆、針、白と赤の糸、ハサミ、

＜ぬか床講習会＞
夏野菜を漬物にしませんか
６月 22 日(木)10 時 30 分～13 時
カメ エプロン
参加費 600 円(材料代と簡単な昼食代です)
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。
<楽しい理科の実験 NO｡13

綿菓子を作る

> サイエンスショー

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。
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<ライヴコンサート>
地元で生まれたジャズバンドです
年になります。
6 月 29 日(木)13 時 30 分～15 時 出演 Jazz Band
パッチワーク講習会 巾着
5 月 25 日
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
これも古文書(山田さんの日記)から読み取ら 、9 月にはオカリナコンサートを行う
れたことです。八幡に飛地があるのは木津川 予定で進んでいます。こんな狭い所で
と思って始めてきたコンサート。年 2
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この間、たくさんの講師の方々、受講者
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なったり、50 軒の家が流される
すと笑ってしまいます。フリマを数人 方々、書いたらきりがない程です。お陰
川の付け替えには八幡北部から反
で受け持たれるのをお勧めです。
今回も参加者が多かったです。木津川の付け替 等の出来事が。
さまでここまで来ることができました。
色んな経過で鎮められていっ ＊今年は初めてのことに挑戦してき 表ページに書きましたがひととひとの信
えのこと等でした。あまり話は面白くなくなると 対運動が起きたが、
ています。3 月末の絵画展に続いて 頼関係を築くことを肝に銘じて。ありが
出口修さんは言われていたのですが、
今に通じる た。約1 年で工事は完了。その辺りのお話が詳し
6 月 29 日にはジャズコンサートを とうございました。(うえたにじゅんこ)
ことも多々あり、興味深い内容でした。江戸末期 く、人夫の労賃から労働状態まで具体的でした。

