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を知ってもらう 4 日と毎週月曜日練習しました。今回の課題は 9 5 人で練習していたのがうそのようです。今
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
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森本玲子さんの レプリカとのこと。古墳時代のお話では最大
適切なアドバイ のものが前方後円墳の仁徳天皇陵。八幡では
スで絵が生きて 男山3 中辺りの茶臼山古墳。今は中学校のグ
くる。また来年

絵手紙講習会

八幡まるごと館 ５月・６月の予定

11 日、参加者が多くて賑やかな講習会です。野菜
や花だけでなく生ものが毎回登場し、挑戦だと思
って、描き始めますが、中々うまくいきません。
この絵手紙の機会があったからこその経験です。

の2 月頃文化センターミニギ
ャラリーでの展示がきまって
いますから、あと8 回で絵を
描きためておいてください。
イチゴ大福を作る

基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
５月７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) ５月は 14 日、21 日、28 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
５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。自主練習の月曜日は 14 日、
21 日、28 日です。 9 月のコンサート演奏曲の練習をしています。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
５月９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６月 13 日(水)です

25 日には 2002 年山田洋次監督｢たそがれ清兵
衛｣をみました。16 年前の山形県が舞台の映画
ですがひとつも古びたところがなく、
見ている
者の気持ちを揺り動かして、正に、今に生きて

２０日、理科の実験でプラバンアクセ
サリー2 回目でした。今回はブローチ
か髪留めにする花を自分でプラバンに
形をうつして一から始めました。トー
スターで焼いた後、形を整えるのが

プラバンアクセサリー
中々上手くいきま
せん。木下章司さん
と宮地さん人数が多くて大変
だったと思います。皆さんとて
も興味深を持たれ、次回も楽しみにされています

新八幡の歴史２

27 日、前回に続き、先史時代の八幡です。
弥生時代後期の式部谷遺跡、昭和37 年宅地造

草木染め>

もう定員になりました

わいがやがやと｢これは売り物にもできる｣とか 5 月 17 日(木)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん 持ち物 綿糸、はさみ、針
の話も。早速お家でも作られた方がおられるよ 参加費 250 円(コーヒー込)ですが、不足の時はその場で集めます
うです。中浦敬子さんありがとうございました。 ＜春のまるごと市＞ 野菜等、他にも色々あります。楽しめる時間が共有できる一日を。
５月 20 日(日)９時～12 時 30 分 まるごと館と駐車場を使って行います。フリーマ
パッチワークをちょっと休憩、大福作りでした ーケット 11 店を募集します。ご希望の方はまるごと館までご連絡下さい。
いる。認知症、女性に対する
見方、蔑視から身分の差等
今に響く色々な観点が含ま
れていて、とても良かった。
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持ちなりました。2ｍスクリーンで見ますか
持ちにな
ら見応えがあります。1 ケ月か 2 ヶ月に 1 回
の割合で予定しています。ご希望の映画があ
ればご連絡下さい。ご参加下さい。

映画｢たそがれ清兵衛｣

休館 5 月1 日(火)～5 月5 日(土)

＜パソコン教室＞

<パッチワーク講習会
12 日、昨年に続き、イチゴ大福
を作りました。昨年は4 月のコ
ンサート用にも作りましたか
ら場数を踏んで大分上達。わい

ランドに。石不動古墳では上に鉄塔が建っている
し、八幡大芝の西車塚古墳には八角堂が。結構盗
掘があり、
他の美術館にあることが多いそうです。

成中に地下2mから
銅鐸が見つかっ
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<楽しい理科の実験 NO｡20

プラバンアクセサリー３>

５月 25 日(金)13 時～ 講師 木下章司さん 参加費 500 円(コーヒーつき)
＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO３>
新しく初めから進んでいます。
５月３１日(木)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円 月 1 回

＜ぬか床講習会＞
夏野菜を漬物にしませんか
６月 15 日(金)10 時 30 分～13 時 講師 安井富子さん、高橋佐知子さん 使い捨て
時代を考える会より 持物 カメ エプロン 参加費 600 円(材料代と簡単な昼食代です)
<まるごと館映画上映会｢自転車泥棒｣>1948 年イタリア映画 参加費 100 円
６月 21 日(木)13 時～ 93 分 役所の広告貼りの仕事を得た失業労働者が、仕事に
必要な自転車を盗まれた。子どもとローマの街を歩き回って自転車を探す物語。
<アニー(楽器演奏)コンサート>
お楽しみに‼
6 月下旬 13 時 30 分～15 時 詳しくは後日に。
＜あんなこと・こんなこと＞
＊ さをり織りを連休前後より休憩しています。ま
た、近々再開します。この織り機はご近所の方
＊ 2009年11月から書き始めたまるごと館たよ
りが次で100 号になります。
ある方のアドバ
から｢まるごと館で使って｣といただいたもの
イスで、来月は参加者特集にと思っていま
で、
本やテレビでしか見たことがなかった織り
す。
編集もなにも知らない全くの素人が恥ず
を体験できた時はとても感動しました。
普段の
かしげもなく、よく続けてきたものです。間
生活の中にそういう身体が感じる感動、
嬉しさ
違いやおかしい所が多々あったでしょうが、
が必要とされているのではないか、
とその時思
皆さん温かい目で見て下さいました。
ありが
いました。
身体の栄養は食物だけではないので
とうございました。
はないかと思いませんか。
さをり織りを体験し
｢まるごと館と9 年間｣は１つの区切りと考え
たい方はまるごと館までお越し下さい。
ました。色々な方との交わりの中で本当に学 ＊ お米の売れ行きがはやくて今年は新米の時期
んだことが多いです。そして共に歩んで下さ
までもうありません。
すみませんがよろしくお
っている方々の存在が、何にもまして心強い
願いします。
です。参加者の方のご感想をお願いしてゆき ＊ 小さい字ですみません。
連休も終わり少しはゆ
ますので、どうぞよろしくお願い致します。
っくりできました。(うえたに じゅんこ)

