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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
ショナル～～」を。肩を組んで（同僚だった） って下さいね。
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)
合掌
出口修さんに支えて
<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
もらいながら帰路に
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
ありがとうございました
～～～。
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。
多くの方が書いて下さいました。その
<パッチワーク講習会>
6 月 22 日(金)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん
順子さんのストッ
プがかかってきてい 内容や書かれた方々のお気持ちをいただき 持ち物 糸、はさみ、針、布…表 40 ㎝×40 ㎝ 裏 40 ㎝×40 ㎝ 縁取り布(表と同じ
定員になりました
2017 年4 月4日街道をゆく ます（笑）
さらにまるごと館をこれから先 10 年やっ でもよい)40 ㎝×30 ㎝ 参加費 100 円
。
<アニー(楽器演奏)コンサート>
お楽しみに‼どうぞお越し下さい
未来に向けた「まるごと館」の発展を祈念し ていける力を頂いたように感じています。
6
月
29
日(金)13
時
30
分～15
時
参加費
200
円(コーヒー他)
ありがとうございました。今回の企画は
ております。
<楽しい理科の実験 NO｡21 プラバンアクセサリー４>
髙井さんのご提案です。オープンして丸 9 ７月６日(金)13 時～ 講師 木下章司さん 参加費 ４00 円(コーヒーつき)
年のまるごと館ですが、参加して下さる方 持ち物 鉛筆、消しゴム、ハサミ、色鉛筆が必要です
上谷耕造さんを偲んで
々が増え、その中ではまるごと館を構想し
＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO４>
新しく初めから進んでいます。
伊藤喜代子
た故上谷耕造をご存知ない方のほうが多く ７月 13 日(金)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>
７月 26 日(木)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん
まるごと館たより 100 号おめでとうご なっています。12 月が来ると亡くなっても
持ち物 糸、はさみ、針、布…表 40 ㎝×40 ㎝ 裏 40 ㎝×40 ㎝ 縁取り布(表と同じ
ざいます。市議会議員として活躍されてい う 6 年になりますから。
でもよい)40 ㎝×30 ㎝ 参加費 100 円
6 月 22 日と同じ内容です
た上谷耕造さん、貴方は今、空から今のま
2009 年 11 月、慣れないパソコンに向か
吉
田
東
子
さ
ん
絵
るごと館を見守って下さっていますか？
また、野菜生産者の方々、講座の講師
って、筆者が作った“まるごと館たより 1
この場所を購入
の方々、まるごと館のことを思って動
号”を｢素人らしさが出ていていいんじゃな
された時私たちに
いて下さってありがとうございます。
いか｣って、上谷がよく言っていました。写
＊
5 月 20 日の春のまるごと市ご協力あ
色々な夢を語って
＊
真を載せるとしたらこことか文章のことと
りがとうございました。出店された
下さいました。選挙
か言われましたが、全部自己流でとうとう
方々もありがとうございました。本当
事務所を始め、八幡
100 号になりました。
に楽しめる半日にするために、もっと
まるごとミュージ
吉田さんの絵のコーナー
5月25日プラ板アクセサリー 今は共に歩んで下さる方々に感謝し、
上谷
工夫できることがあるかもしれません。
を作るつもりがすみません
アムの中心の、誰もが自由に出入りして
が考えたことにちょっとでも近づけたらと。
＊ 5 月の各講座の紹介が今回出来ませんで
＜あんなこと・こんなこと＞
楽しむ場として開放して下さいました。
出来ることは限られているかもしれません
したが、また次回に。映画上映会やアニ
館長として奥様を、本人の承諾もなく
が、
八幡にはまだ発掘すべきことがあるよう ＊ 4 ページになりました。こんなに多く
ーコンサートがあります。是非お越し下
の方々に書いていただいたのは初めて
勝手に発表されました。あれから、もう に思います。
さい。映画は希望で進んでいますので、
のことです。本当にありがとうござい
９年も経ちました。今、私たちは絵手紙、
ご希望をお知らせください。
参加者の方々から力をいただいているの
ました。
「普通に集える場を、居心地の ＊ きっと上谷は皆さまのまるごと館に対
オカリナ、正月の餅つき、春と秋のまる は筆者の方だと自信を持って言えます。
「ま
いい場を皆で作る」というテーマで
するお気持ちを知り喜んでいるのでは
ごと市その他色々なことをして楽しんで るごと館たより」
いつも同じ事ばかり書いて
色々な角度、切込みで動き、その時々
ないか思います。不思議ですが、勝手に
います。
いて自信はないです。読みづらいし、字はちい
にあった企画が出来たらいいですね。
身体が動く、そんな日々です。
まるごと館は上谷さんの理想とした場
さいし、でも今後ともよろしくお願い致します。 知恵を出し合いましょう。
(うえたに じゅんこ)

