分けして配
ります。設備
は徐々に整え
て、今では餅
つき会は何も
借りないで出

●

ひ
と
るが
場集
をま
2018 年餅つき会

吉田東子さん絵

来る様になりました。ひとが集
まる場を作るということは
そういうことを全て含んで
います。小さい民間の立場か
ら
悔しい思いで愚痴っ
たこともありました
が、逆にそれを原動力
として

ら らなかっ
たと思います。
新しい年になって
歩んできました。
このことはいつも
新年1 月14 日はオープン以
悩むところで
感謝と共にある
来8 回目の餅つき会でした。
す。どうや
辛い時にいつも傍にいて
前日から準備のためにたく
ってまるご
下さった方々の存在が励みと
さん来て下さって、餅米を
と館のこと
なり、あきらめないでやって来られた。
ひととひとのつなが
洗ったり、豚汁の材料刻みを
を知って理
。
りが一番大切と実感
たり、豚汁の材料刻みを
解していただ 吉田東子さん絵
して下さいました。当日は楽しい、賑やかな会になりま
しています。関わっ
した。今回はその
くか。まるごと館に今まで参加された方
て下さった多くの方
写真をみていただ
の中で、そのきっ
々に感謝しかありま
けたら。そして、
かけは野菜の購入
せ
ん。
今もそんな気持ちでまる
ひとが集まる
が一番多いと思い
ごと館にいます。
新年早々の餅つ
ます。だから、野
ひとが集まる場は一朝一夕
き会でしたので
菜販売がなかった
に出来るものではなく、
多くの
中々宣伝が行き渡
ら、色々な意味で
方々のお力添えで成
り立つと、この 9
年弱の
の経験
朝出番待ち
2018 年２月３日/95 号
から思います。そして、
＜ 発 行 ＞ 八 幡 ま る ご と 館 / 八 幡 市 男 山 松 里 １２－２０
特筆すべきはまるごと
もっと苦戦を強
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
館のご近所の方々。温
いられていたで
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
かい眼差しをいつもあ
しょう。運営面
ホームページは http://marugotokan.net/
でも。公民館や
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
りがたく、嬉しく感じていま
自治会と違って
●
す。ありがとうございます。
今は多くの方が参加さ
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 何も整っていな
れ共に諸活動が出来るの
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 いから、何でも
自前です。チラ
が楽しみです。現在では人
シでも近隣を手
材豊富なまるごと館です。
前日の準備

楽しい餅つき会でした
朝早くからたくさん来られ臼、釜、火を段
取りよく準備されました。石の臼はかなり
重くて動きません。この所、お孫さんの登
場が増えました。現在､一般家
庭では珍しい杵と臼の餅つ

きを経験
してもら
いました
。22 ㎏のもち米で10 回以上搗かれ
たと思います。
お餅はきな粉やエ
ビ、あん、大
根おろしと今回初
めてのよもぎ。よも
ぎは摘ん
で準備し
てこられ、もち米
と一緒に蒸しま
ました。美味しいお餅が出
来上がり
ました。
皆さん楽しん
で参加されている様
子が今でも目に浮か

んできます。餅つきの｢返し
手｣、冷たい水での洗い物等率
先してやって下さった。参加者
全員での共同作業でした。野菜
生産
者の 吉田東子さん絵
方々をはじめ、参加
者の皆様、いい餅つ
き会ができました。
ありがとうございま
した。1 年が皆様にと
って良き年でありま
すように。

絵手紙講習会

1 月10 日新年
は早々の講習
会でした。2 月 1 日から文化センターミニギャラリ
会
ーで行われる絵手紙展の作品提出日でした。２０

点以上の作品と色紙が展示されます
ので、是非ともお越し下さい。森本
玲子さんには段取りからしていただ
き、皆さん初めてのことで大興奮です。
でしたが、実はこの講座
パソコン教室
が一番回数が多いので
す。ネットをみる、エク
セルで家計簿、ワードで
文章を作るなど人によっ
て課題が異なりますが、
た
1 月15 日毎週吉田恒夫さんにお世話になっていま 皆さん楽しんで取り組んでお
られます。吉田さんには
まるごと館のホームページでもお世話になっています。
すが、この欄にほとんど載せることはありません
1 月15 日新年最初の集まり
オカリナひまわり
でした。3 月19 日に吉井松
里公会堂での演奏が決ま
り、早速、演奏曲を決めま
した。外での演奏は平岡由
利子さんは慣れておられま
すが、オカリナひまわりにとっては初の出来 た。毎週月曜日の練習にも熱が入って、楽しい
事です。ひたすら、その練習に終始しまし 時を刻んでいます。上手く演奏出来ますように。
にあります。今でも9 月21 日
八幡の歴史NO18
辺りには小学校ではお参りを
されている。出口修さんのお話
で圧巻だったのは八幡での戦
時の様子。雄徳山にある松から
松やにを、それで松はかなりや
1 月 18 日出口修さんの講義は力の入ったものでし られたそうです。陸軍からの供出指令に竹槍を2 ヶ
た。昭和9 年9 月21 日室戸台風で犠牲になった八 月で4 メートル5 万本を仕上げたそうです。
｢戦争が
幡小学校の先生生徒34 人の慰霊碑が善法律寺 廊下の奥に立ってゐた｣が講義の最後の言葉でした。
玄米カイロ
1月25日中浦
敬子さんに
お世話にな
り、塩１合､
玄米２合､ぬ
か2 合を目
の詰んだ中袋に入れ、ボアタオルで袋を作りまし がヨモギやロリエを持って来られ、中
た。中袋を縫っていただいていたのであとは簡単に に入れるととてもいい感じです。ヨモ
出来上がりました。電子レンジで 2・3 分温めれば ギお勧めです。大好評なカイロでし
じっわっと優しい温かさに包まれるよう。中浦さん た。中袋の布ありがとうございました。
楽しい理科の実験17 浮沈子 1 月26 日木下章司
さんと宮地さん。準備が大変だったと思います。今
回は簡単に出来そうに見えたのですが、弁当の醤油
入れを魚に見立て、ナット、安全ピン、針金を使い

尾っぽに穴のあいた沈む魚 2 匹と安全ピンを
付けた浮く魚を作ります。この状態を作るのが
難しかった。水を入れた楕円のペットボトルに
それらを入れるのですが、
安全ピンのついたの
は釣り竿に、あとの2 匹は釣られる側に。

醤油入れの中の空気と水のバ
ランスの調整です。時間がかか
りました。ペットボトルの側面
の広い面を押すと釣り竿は下
がって、狭い面を押すと上に

2 月17 日(土)
八幡まるごと館 2018 年２月・３月の予定 休館 3 月26 日(月) (下へ)

＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
２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)
２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
２月７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。
５日(月)、12 日、19 日、26 日自主練習です。出前演奏は 3 月 19 日(月)です。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
２月 14 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３月 14 日(水)です
2 月1 日(木)から 11 日(日)9 時～
17 時30 分まるごと館 絵 手 紙 展 。
＜歴史を学ぶ 八幡の歴史 19>
近代の続きです
２月 15 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
ふくろうのブローチ>
２月 22 日(木)13 時 30 分～ 講師 司馬信子さん 持ち物
費 200 円(材料、コーヒー代込)です
定員になりました

糸、はさみ、針、参加

＜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
参加者
は定員になりましたが、見学は OK です。参加費(昼食を共にします)600 円

<槌田劭さんの講演会> 余り報道されない原発について考えてみませんか
3 月 8 日(木)13 時 30 分～ 槌田さんは使い捨て時代を考える会の相談役 参加費 100 円
< 絵 画 展 > 黒川京重・圭子さんご夫妻ふたり展 まるごと館は画廊に‼
３月15日(木)～17日(土) 15日と16日は10時～17時 17日は10時～12時 京重さんは油絵10
数点、圭子さんはツールペイント、白磁ペイントです。黒川さんは京田辺市在住です。どうぞ
<楽しい理科の実験 NO｡18 プラバンのアクセサリー >
３月 23 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)
<まるごと館映画上映会｢ｻｳﾝﾄﾞｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ｣> 参加費 100 円
３月 30 日(金)13 時～
1965 年ミュージカル映画 ジュリーアンドリュース
浮力と圧力 ＜あんなこと・こんなこと＞ はいきますが、衰えていくだ
の学習でし ＊京都新聞から(1 月 18 けでなく、深まっていく面もあります。若
た。
ダンシン 日)。今年 105 歳にな い時には気づかなかったことがあり、老い
グキューピ られる篠田桃紅さん て初めて気づくことがあります。…年を取
ー等もつく (美術家) は最近、時 ってからもらえる、ご褒美のようです。…
りました。
水 間のない空間にいる その得難い貴重なものを、私は作品に残し
の温度も関 ようだと言われる。老 ていきたい｣と。美術家として活動される中
係している いについて、次のよう で得られた境地でしょうが、誰にでも、と
(うえたに じゅんこ)
浮沈子 ようでした。 に。｢平均的に衰えて 思いませんか。

