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楽しい理科の実験

安井さんと高橋さん
The、Star Dusters の皆様
｢味噌を作りたい｣から始まった
講師の方々の存在
まるごと館では毎年、2 月に味噌作り(2010
これらの講習会
年～)、6 月にぬか床(2011 年～)、11 月には が成り立っている
沢庵(2013 年～)の講習会を行なっています。 のは何と言っても
かつて、｢食を自分の手に取 教えて下さる方々
り戻す｣という風に書いたこと がおられたから。
がありま
がありました
使い捨て時代から
が、そんな大そ
で、依頼を快く引き
安井さんのぬか床れた気持で取り
受けて下さって、今
組自分で味噌を
んだわけではなく、
回の講師の安井富子
作ってみたい、それだけです。若
さんは講習会３回全
い
い頃、自力で作ったことはあったのですが、時間 て、高橋さんは沢庵と2 回来て下さっています。
が許す今、まるごと館でやってみようとなった。 講師の方からは

説明を受ける

作り方だけでなく
垣間見られる御姿
勢からも学ばせて
頂いています。
ぬか床講習会
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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
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。

６月２２
日、安井さん
と高橋さん、
参加者14人で
講習会が始ま
りました。初
めての方が４
人おられ、リ
ピーターの方
が多かったで
す。かなり定
着してきたよ
うに思います。

食べたものが身体を作る
安井さんは説明を、
それに合わせて高橋
さんは実演を。
ぬか床自体は簡単にできま
すが、その維持管理に手を抜かないこと。
安井さんは毎日漬物を食べて、
その味の
変化を見逃さずに、
手を加えることが大切
何だって口にしなければなら
で食べたものが身体を作ると何度も力説
ない時があるのも事実です。
された。今まで
生活を組み立てる
夏野菜のきゅ
第一歩として、少しでも
うり、なすや人
やり易い所から楽しんで動
参の漬け方を
き出すのがいいです。ジャ
教えて頂き、こ ム、梅干し、味噌、漬物…。無理せずにやり出す
の講習会の効
と身体が喜ぶのが分かります。そうやって地
果か、味が分かるように。調
に足の着いた感覚を大切に生活したい。
味料等も含めて添加物まみ
ありがとうございました
れの食品が多いですが、
自分
それまでほとんど知らなかったことを、
の食べた物が身体を作って
このまるごと館の8 年間で教わり、生活が
いるという自覚は必要です。
かなり変わりました。安井さん、高橋さん、
でも、いざという時には
参加者の皆様ありがとうございました。

昼食時話が弾みます

初めてのジャズ
６月２９日 Jazz Band The.Star Dustars の

ボーカルの小川
さんは 12 月のクリ
スマスコンサート
に毎年来て下さっ
て、お馴染みです。
何度も耳にした曲
｢ムーンライト
セレナーデ｣や｢ひ
宮部さんと尾崎さん
まわり」の曲は聞いたことがあります。特
に｢ひまわり｣は司会の木本さんが詳しく解説
皆様に来て頂き、
楽しいジャズのひと時を持ち
されまし
ました。上の写真左からボーカルの小川さん、
た。ソフィ
ピアノの井上さん、サックスの宮部さん、ベー ア・ローレ
スの尾崎さん、司会
の木本さんの 5 人の
方々。狭い舞台で
心配したのです
が、ベースもちゃ
んと収まりました。
吉田東子さんの絵手紙

ンとマルチェロ・マスト
ロヤンニのイタリア映画
｢ひまわり｣に流れた曲
と。第2 次世界大戦で引
き裂かれた男女。後
半にひまわり畑が一面
に映し出され、この曲が
流れる。何とも言えな
井上さんと宮部さん
い切なさをこの曲は思い出させてくれた、映画を見
られた方々の感想です。４分の５拍子の｢Take Five｣

何度も耳にし、その
曲を聴くと、過去
のその時の状態や
気持ちまで蘇ってくるもの
なのですね。不思議です。
音楽・ジャズの持つ力

6 月28 日前々回から参加
者が多いです。出口修さんのお話
は明治になって、それぞれの地区
(村)の扱いの変遷を地図に書か
れ、
細かく説明して下さいました。
パッチワーク猫のパンほうき
八幡神領の内四郷は木津川の付
6 月 16 日２回で完成予定の初回です。
け
中浦敬子さんがひとりひとりの材料を用 替えにより｢八幡
荘｣へ。1136 戸5500
意して来られるから
人～6000人の規模。
こそ、参加者は慣れな
明治４年に戸籍区。
い針を持って取り組
明治14 年八幡荘か
める。本当に手取り足
ら分離し、八幡町が。360 戸 2000 人近く、駅前の京
取りです。考えてもみ
銀の所に役場があったそうで、出口さんはまるでその
なかった色々なことに挑戦できています。 時を見ておられたように話された。寺子屋から学校へ

木本さん
全くの素人の感想です
が、
ジャズは身近な音楽
なのではないかと思い
宮部さんと小川さん ました。
成り立ちからか
どうも人に寄り添っている感じです。
第二部は
サマーソング。
｢夏
で
は来ぬ｣を全員で
歌いました。サッ
クスの音に興味
がある、司会のお
は “１．２．３、１．２”とリズムを取っておられま 話等の感想を頂いています。楽しかったと。
ありがとうございましたどうか The.Star
した。ラジオの深夜放送のオープニングによく流れて
いたと聞きました。第一部で９曲ものジャズ名曲を演 Dustars の皆様がご活躍されますよう、お祈り致
します。まるごと館の新しい一歩の日でした
奏、唄って下さった。ジャズのことを知らなくても、
6 月14 日
いつも満員
です。あじさ
い、ビワなど
の季節のも
6
月
7
日にはいつ
のを描い
オカリナクラブひまわり
絵手紙講習会
も教えて下さってい た人が多かっ
た
た平岡由利子さんも たです。早く終わ
参加され、少しずつ った方の会話に耳
体調が良くなられて を傾けると、思わ
いる感じを受けまし ず笑みがこぼれま
た。毎週月曜日も練 す。森本玲子さん
習。よく続いてきたものです。毎回欠かさず、１
はその合間を
２月のクリスマスコンサートでの演奏曲を取り組
忙しくひと言
んでいます。テンポが分かりにくい所があります
アドバイスを。
が、少しずつ進んで楽しんで(おしゃべりも)練習
その言葉が効
しています。９月６日の枚方オカリナアンサンブ
くのですよ。
ルの方々の演奏を楽しみにしています。

中浦さん
が次々出
されるア

イディアに
脱帽です。
6 月23 日百均のモーター(?)
を使って綿菓子に挑戦です。
コーヒーのアルミ缶のふた
の部分に穴をあけモーター
を取り付ける。アルミ缶の

楽しい理科の実験13 綿菓子

八幡の歴史 NO14
下の方にいっぱい穴
をあけ、缶の上方か
らザラメや飴を入れ
アルコールランプで
熱する。綿菓子が飛
び散らないように段ボールを
使い、内側にアルミ箔を貼りま
した。木下章司さん、宮地さん
ありがとうございました。参加
者は真剣そのものでした。
綿菓子美味しかったです。

八幡まるごと館 ７月・８月の予定
休館 8 月5 日～8 日、8 月13 日～16 日
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
７月 3 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)７月は 10 日、17 日、24 日、31 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
７月５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。

<パッチワーク講習会

猫のパンくずほうき No２

>

７月６日(木)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん 参加費 100 円(コーヒー込)
持ち物 B 以上の鉛筆、針、白と赤の糸、ハサミ、
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
７月 12 日 (水)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) 8 月はお休みで、次回は９月 13 日(水)
＜歴史を学ぶ 八幡の歴史 15> 京阪電車開通や議会と議員について
７月 20 日(木)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円 月 1 回

<楽しい理科の実験 NO｡14

光合成

> サイエンスショー

８月 30 日(水)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(コーヒーつき)です。お楽しみに‼
6 月は忙しかったです。暑さに負けないで、体調を万全にお過ごし下さい。 (うえたに じゅんこ)

