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2017年に6月、12月と2回も来て頂き、ジャズを楽し
みに待っておられた多くの方が満足されたかと。狭くて
色々行き届かない所もあったと思いますが、
今年も是非ま
るごと館に来ていただけらと期待しています。DVDの中で
木本さんが、バンドの方々が｢音を合わせるのではなく気
持ちを合わせることが大切｣と言われたことが印象に残っ
ています。皆様方のご活躍をお祈りしています。
木の実のリース講習会

オカリナひまわり前座で演奏

12 月1 日、2 日の2 日間木の実のリースを作り ました。これはひとえにツルを取って来て下さ
ました。色々な木の実をグルーガンでつけ ったり、木の実を一緒に取って下さった方の存
て、一人ひとり趣のあるリースが出来上がり 在が大きいです。ありがとうございました。
オカリナひまわり

12 月6 日オカリナリハーサルの日。18 人で練習をし 平岡由利子さんに一から教えていただいたの
てきたのですが、当日は17 人で。コンサートの前座 が2 年半余り前、今が夢のようです。ちょっと
は今回で5 回目です。よくやって来られたものです。 ずつ上達して楽しみな時間になっています。
絵手紙講習会

12 月13 日今までで最高の参加者23 人でした。今は
もっぱら文化センターミニギャラリーでの展示の
ことが話題です。期間は 2 月1 日から2 月 11 日ま
でです。楽しみにしていてください。森本玲子さん
はこの日｢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。毎回ちょっとずつですが
ポップアップカード

12 月 15 日理科の実験ではないですが、木下章司さん
が色々工夫されて、紹介され、参加者の方々｢手が痛

、
呑み込
んでき
ている
のでは
と思い
ます。
い｣と言いながら、楽しんで細かい作業に
挑戦されていました。今回で 3 回目です
が、カッターで切り取った後の組み立て
が難しいのです。試行錯誤の結果出来上
がると嬉しいものです。立体球面から平
面に、その逆も可能。
よく考えられています。
次回は理科の実験です。

12 月 21 日小澤延之さんに教えて しめ縄作り講習会
しめ縄飾り講習会
いただきました。毎年教えていた
だいているのにいっこうに上達し
ません。年に 1 回というのが大き
い原因でしょうが、中々身につき
ません。もち米の稲わらや水引き、
橙は「家計の繁栄」、ゆずり葉
は「子孫繁栄」、裏白は「長寿」
を意味しているそうです。上手
した。
い方が何人もおられ、感心致しま
八幡まるごと館
2018 年１月・２月の予定
し
＜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。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
１月 10 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２月 14 日(水)です
＜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)
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
１月 15 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)
１月は 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
１月 15 日(月)13 時～ 平岡由利子さんを中心にゆっくり進んでいます。
22 日、29 日自主練習です。 出前演奏は 3 月 19 日(月)です。詳しくは後日
＜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
<パッチワーク講習会
玄米カイロ>
１月 25 日(木)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん 持ち物 糸、はさみ、針、
布(20 ㎝×50 ㎝)を持って来て下さい 。参加費 300 円です
2 月はふくろうのブローチです。もう定員になりました
<楽しい理科の実験 NO｡17 浮沈子 >
1月26日(金)13時30分～
講師 木下章司さん 参加費 300 円(コーヒーつき)
＜味噌作り講習会＞
２月 28 日(水)10 時～13 時 30 分 講師 安井富子さん 高橋佐知子さん
参
加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。
おられる方からすれば大変なことですよ
＜あんなこと・こんなこと＞
ね。申し訳ありません。それだけ売り場が
＊ 昨年は本当に多くの
定着してきている証拠でしょうか。
ありが
方々にお世話になり
とうございます。特に野菜の高騰は痛くて、
ました。
キリがないく
手元にある野菜で何とかしのいでます。
らいのお顔が思い浮
＊毎回ですが、このたよりに苦労していま
かんできます。
ありが
す。よく93 号まで書けました。まるごと
とうございました。 コンサ―トのクッキー作り
館に来られる方々からいただいたものが
＊ 昨年末から新年にかけて 12 日間も休
書く力の源になっています。
今年もよろし
みにしています。これは毎年のことで
すが、まるごと館の野菜を利用されて
くお願い致します。(うえたにじゅんこ)
おられる

