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<６月にこんなことしました>

りの非情の雨が、何日も。避難勧告もでてい
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話が出来る人がい
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おられたことで
しょう。そんな、つながりを考えるヒント

生産者の方々への感謝、
｢自分が自分が｣ではな
い生き方、ひととひとの
つながり等、この9 年間
のまるごと館の中味は
この講習会の賜物です。

まるごと館の成長

ところで、この講習会の３日後、朝に大きな
地震が。八幡でも被災された方がたくさんお
られる。高橋さんは高槻在住なので心配しまし
講習会の様子
皆で昼食の時を
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があり、感心して そうです。そこに ケーナの音色‼ 注目
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
います。
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ら出会えた楽器ではな
ら
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域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。
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代表の上芝寛美さんをはじめ 5 人の
方々ありがとうございました。アンコ
ール
<６月にこんなことしました>続き

オカリナひまわり

6月6日 毎週月曜日

これまで9 月
のコンサート
演奏曲を中心
に練習して来
ましたが、ぼ

―ルで3 曲も演奏して下さいました。
ボランティア
で色々と演奏されておられ、
今回はまるごと館に来
て下さってとても楽しかったです。結成 3 年のま
るごと館のオカリナクラブひまわりの励みにもな
りました。ありがとうございました。狭い舞台です
が、また良
かったら来
て頂けた
ら、とても
嬉しく思い
ます。

八幡の魅力を発信させても
らっています。毎回多くの方
に聴いてもらって、自身の励
＊
みになります。そして何より
も人とのつながりができて、
嬉しい限りです。
5 月 31 日八幡の歴史
毎回イベントが盛りだくさんで、まるごと
を夜遅くまでしていました。その中で八幡ま
るごとミュージアム構想の話が出ていまし 館だよりの紙面からあふれそうになっている
た。まち全体を博物館にしてしまおうという のを見て、おっさんもきっと喜んでいるでしょう。
ものでした。議会でもそんな取り組みをして、
これからも、八幡
町の活性化の一助にしてはという提案をして
まるごと館が地域
ぼちとクリスマス会の練習も始めてゆきます。平岡
コミュニティーの
由利子さんは毎回コンサートでは独奏し いました。
核となっていくこ
て頂いています。丸 3 年毎週月曜日よく 今その遺志を継いで、順子さんが頑張って
続いていると思います。楽しんで吹けるの います。私も微力ながら歴史講座を通じて、 4月3日三宅安兵衛の碑を巡る とを願っています。
が一番です。お喋りも多いですが、ちゃ
んと練習も。レパートリー増えました。

八幡まるごと館 ７月・８月の予定 8 月 4 日(土)～7 日(火) 8 月13 日(月)～16 日(木)

＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
７月２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
毎回賑やか
加費用 300 円(コーヒーつき) ７月は９日、16 日、23 日、３０日の予定です。
な講習会で
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。会費 100 円
すが、お休み
７月４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。自主練習日は月曜日で２日、９
される方に
日、16 日、23 日です。 9 月と 12 月のコンサート演奏曲の練習をしています。
よって静か
<絵手紙講習会>
骨組みだけのうちわを持って来て下さい
になる時があるのです。もう森本玲子さんにお世話い てある絵手紙を見られた方は｢上手いなあ｣と言わ ７月 11 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
れます。月 1 回こういう機会を得てちょっとずつ
ヒーつき) 次回は 2018 年 9 月 12 日(水)です ８月は休みです。
ただき5 年が経過しています。まるごと館内に掲示し 物の見方が変わってきているのでしょうか。
<楽しい理科の実験 NO｡21 プラバンアクセサリー４>
演じたのは全くの素人の
映画上映会｢自転車泥棒｣
方だそうです。父親との間 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)
持ち物 鉛筆、消しゴム、ハサミ、色鉛筆が必要です
で見せる息子の表情に切
＜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。
なさや共感等を呼び覚ま
されて、最後に近いシーン ７月 13 日(金)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円 月 1 回
参加費 100 円
6 月21 日 1948 年イタリア映画。終戦時の苦しい生活。 ｢息子に恥ずかしくないのか｣の声が聞こえ、その <映画上映会｢真白き富士の嶺｣>
７月
20
日(金)13
時～
1963
年
99
分モノクロ
吉永小百合
以前上映した｢ひまわり｣の監督の作品で父親と息子を 時父の手を握った息子に、気持ちが救われました。
<クッションを作る>
参加費 400 円 どうぞご参加ください。
ヨーヨーポーチを作る
７月 25 日(水)13 時 30 分～ 講師 森本玲子さん 靴下の不要になった部分でマ
6 月22 日 この所人数が
ットが作れます。正六角形のものや長方形のものが作れます。簡単にできます。
多くて 7 月と 2 回に分け
<パッチワーク講習会>
参加費 100 円
ました。中浦敬子さんは
７月 26 日(木)13 時 30 分～ 講師 中浦敬子さん 持ち物 糸、はさみ、針、布…表 40 ㎝
大きな鍋の蓋くらいの型
×40 ㎝ 裏 40 ㎝×40 ㎝ 縁取り布(表と同じでもよい)40 ㎝×30 ㎝ 20 ㎝のファスナー
紙をひとりひとり用 味があって、とても良
<楽しい理科の実験 NO22 花火の色のわけ> アイスクリームも作ります
意して下さって、楽し かったです。布さえあ
８月 24 日(金)13 時 30 分～ 講師 木下章司さん 参加費 ４00 円(コーヒーつき)
くポーチを作ること ればもう一つ欲しくな
<石けんブーケ>
参加費 300 円
持ち物 ハサミ(紙を切る)
が出来ました。参加者 るちょっと大きい、何
8 月 30 日(木)13 時 30 分～講師 前川和子さん 西角千代子さん
が自分で布を用意し を入れようか、と楽し
ります。これから増々こういう自然の猛威(人
＜あんなこと・こんなこと＞
ましたから、それぞれ みがあるポーチです。
間が作っているかもしれませんが)に対してど
＊前 100 号に間に合わず、出口さんの文章載せて
ういう対策を取ることができるか。ひとつとし
います。又、まるごと館の成長を、夫上谷耕造
＊少し遅れましたが、前 100 号のために、歴史講座の出口修さんが寄稿して下さいました。
てひととひとのつながりを、と思います。
が一番喜んでいるとの感想等をたくさんいただ
上谷のおっさん（若い時から
きました。ありがとうございました。きっと ＊ 小さい字の読みにくい文章で申し訳ありませ
「八幡まるごと館だより
ニックネーム、又はクマさんと
ん。まだまだ勉強しなくてはスムーズにはなり
63 歳のままのあの笑顔で笑っているでしょう。
100 号記念に寄せて
も称す）とは昔からよく飲み、 ＊ 地震の後の連日の激しい雨でご苦労されておら
ません。参加者の皆様と共にこれからも歩んで
出口修
よく食べ、とりとめのない話
いけたらと。よろしくお願い致します。
れる方々がおられると思うとつらい気持ちにな
(うえたにじゅんこ)
絵手紙講習会

6 月 13 日

