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絵手紙講習会
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八幡まるごと館 12 月・１月の予定

休館 12 月 27 日～1 月 7 日
〈木の実のリース作り〉
12 月１日(金)13 時30 分～ 色々な木の実リースを作ります。持ち物 ハサミ容器として大き
めの袋、グルーガンがあれば。参加費500 円 15 人になり次第締め切ります。
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
12 月 4 日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん、11 日、18 日年内はこれで終わ
りです。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)
2018 年１月は 15 日、22 日、29 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
12 月 6 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。
自主練習は 12 月４日 13 時より。12 月 8 日(金)はコンサート本番前座です。12 月
25 日(月)、1 月 15 日(月)は 12 時 30 分～練習後吉井松里公会堂へ出前演奏に
<クリスマスコンサート＞ ゆっくりと楽しんでいただけます。
12月8日(金)13時30分～15時
ボーカルは小川マキさん。クリ
スマスソングを一緒に歌います。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が演奏します。
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。
12 月 13 日 (水)です。午後 1 時 30 分～
講師 森本玲子さん
参加費 400 円(コーヒーつき) 次回は 2018 年１月 10 日(水)です
<ポップアートカード再挑戦 >参加費 100 円(コーヒーつき) 前回参加者対象
12 月 15 日(金)13 時～ 講師 木下章司さん 持ち物 カッター、彫刻刀、ハサミ
<しめ縄飾り講習会>
12 日21 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) 、霧吹き
＜今年度最終野菜市＞黒豆等のお正月用野菜の準備を。どうぞ、お越し下さい
12 月 26 日(火)9 時～黒豆、地元の新鮮な野菜を販売します。
＜まるごと館納め＞
野菜市の後、午後 12 時 30 分前後から 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、まるごと館で、今年最後の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 2018 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。
＜新春餅つき会＞ 多くの方のご参加お待ちしています
1月14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(子供さんは無料です)
＜歴史を学ぶ 八幡の歴史 18> 近代の続きです
１月18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｡17 浮沈子 >
1月26日(金)13時～ 講師 木下章司さん 参加費 300 円(コーヒーつき)です。
<パッチワーク講習会
玄米カイロ>
１月中 13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん 持ち物 糸、はさみ、針、布を持っ
て来て下さい 。後に詳しく連絡致します。 参加費 300 円です

パッチワーク唐辛子
なりの方法で作ってみられるのが素晴らしい ＊ ＜あんなこと・こんなこと＞
16 日簡単そうに見えた唐辛子のパッチワーク。
＊ 11 月から 12 月初旬は 1 年で一番忙しい時で
中浦さんの絵画展素晴らしかったです。3 日間の す。11 月 28 日には八幡宮に皆さまと一緒に
と思います。このパッチワークの会よく続いてい
辛いので虫がつかない魔除けの意味合いがある
のだそうです。小さい物だか ます。これもひとえに中浦さんによるものです。み うち土日が半日だったもので、まるごと館を閉め 行ってきましたから。これだけ取り組めたの
｢天国と地獄｣上映会
も、講師の方々、参加者の皆様がおられたか
てから来られた方が何人もおられたのが残念でし
18 日
た。まるごと館は画廊として機能したでしょうか。＊ら、と思っています。
1963 年製作黒澤明監督作
まるごと館たより、字が小さく、しか
もっと多くの方にみていただきたかったです。広
品。今では名だたる俳優さん
み
も読みづらい文章にお付き合い下さい
報の問題です。旧北海道庁の絵をまるごと館に展
が出演しています。54 年前
ましてありがとうございました。1 ケ月
なので白黒ですが、映画の
示しています。描いていただいてまたの絵画展を
終わり部分で色がつく部分があって、それを見た 途端に｢あっ見たことがある！｣と思いました。 期待しています。1 回目の一色美恵子さん、来年3 もしないうちに新年ですね。ちょっと早い
月の黒川さんご夫妻も今回来て下さいました。

ですが、今年もお世話になりました。
(うえたに じゅんこ)

