ないとも。納得です。

き生きと動く
と、まちも豊か
に。こどもがた
くさん生まれた
から、必ず豊か
2017まるごと市準備
になるとは思えないし、その前に結婚でき
になる
ない苦しい状況があって、若い人にとって
今は生きづらい社会になっています。

行 政 に頼 らず出 来 ることを
●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
こ
と

2017 秋のまるごと市

人口が減っていく中だからこそ、人とのつ
ながりを作って、どう動いてゆくか。何でも
行政に任せることではなく、動ける所は自分
たちで動くということ。そういう力が弱まっ
ている。お金はないけれど、知恵を出し合う
中で新しい試みが生まれ、人とつながること
が出来るのでは。
まるごと館のこと
豊 かさとは・・・
人と交わって、支え合ってここまで歩んで
そんなつながりの中で人生が豊かになる 来ることができました。自分たちで出来るこ
と山崎さんは言われる。住んでいる人が生 とを模索しながら、これからも歩みます。

<８月にこんなことしました>

これでもかと

吉田東子さん絵

ごと館来館者、各
講座の参加者、野
菜を買いに来ら
れている方等、今
までは顔を合わ
せることものな
かった人と人の交流はなかなかいいもので
す。そのうちハープ演奏が始まりました。
ご自
分で
弦を
張られ
たそう
です。
次は忘年会でしょうか
一度実施しましたから、もっと多く
の方々に参加していただくように、次
回は改善をしていこうと考えます。と
言っても何人まるごと館に入れますかね。
まるごと館があることで知り合って
パワーを
得ている
のは筆
者、同じ
思いの
方々と共
に支え合いながら、歩んで来ている今。その
ことに感謝しながら、歩を進められたらと。

まるごと館納涼会

する』という態度がますます重要になる。‥
今年は 6 月に地震、7 月豪雨、9 月台風、6 日 ‥地元に住む人たちが工夫してまちの将来
の北海道地震と何か天が怒っているかのように を創り出し、それを実行していく気運を高め
自然が猛威をふるっています。9 月4 日の台風は ることが大切だ。‥‥」
。長々の引用になり
この辺りでは初めて経験するほどのものでし ました。山崎さんはご自分を｢コミュニテイ 8 月19日(日) 初めての試み
た。いつもこの季節に発生する台風の通り道の デザイナー｣と紹介、日本全国で50 以上のプ オープンして9 年余り。
各講座毎のつながりは
方々の思いをほんの少しだけ理解できたように ロジェクトを取り組まれている。その中の実
あって
も他の
思います。色々重なって起き、気持ちが落ち着 践から生み出された確信。この辺り、まるごと
講座の
かなくて過ごす日々でした。
館の考えていく道筋があるように思います。
参加
の参加者
のこと
｢コミュニテイデザインの時代｣を読んで
人口減時代を生きる
はわからない、との声を受け
前号に書いた山崎亮さんの著書です。こうい
｢人口が
て少しでもそれが解消出来る
う文章がありました。
「公共的な事業のすべてを
増えなけれ
ようにと。時間がなく
役所がやる時代ではなくなることは確かなので
ば利益がで
中々呼びかけが出来ま
ある。
『まちのことは誰かにお任せ』ではなく、
ない、地域
『自分のまちのことは自分たちでマネジメント
経済が成長
2017 秋のまるごと市
しなければ豊か
せんでした。
になれないとい
何しろ7 月
う発想ではなく
2018 年９月 12 日/103 号
20
日にポスタ
‥‥」
、人口減少
ー
＜ 発 行 ＞ 八 幡 ま る ご と 館 / 八 幡 市 男 山 松 里 １２－２０ した時に地域で ーを掲示、その後の8 月まるごと館は
結構お休みましたから。すみません。
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
楽しかった‼と
どう暮らしてい
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
くのか、それを 男性の参加者が
少なか
ホームページは http://marugotokan.net/
覧のよ
実践することが ったのですが、御
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
うに、食べきれな
●
大事と言われ
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 る。東京のよう いほどのご馳走が
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 なかたちはこれ 並びました。参加者が 25 人となり、至
る所で話が弾み、とても楽しんでおら
から参考になら れた。野菜生産者、講座の講師、まる

町内演奏会、12 月 9 日スターダスターズのク
リスマスコンサート。前座での発表ですが、
そのことに力を借りて少しずつ成長してきて
いるかな。コンサートへお越し下さい。まる
ごと館が人でいっぱいになると力が湧いてき
ます。

オカリナひまわり

8月1日 (水) 8 月は3 週間近くお休みで。
平岡由利子さんにお世話いただいていま
す、これから先の 3 回のコンサート参加に
目標を定めて、練習に励んでいます。近く
では9 月26 日I/O コンサート、11 月19 日
の町
楽しい理科の実験22 花火の色のわけ

1 辺10m の基壇の上に東西 7. 2m、南北５.4m
の建物跡が金堂。奈良時代から平安時代くら
いまで存在した３つの廃寺の近くを大きな街道
(山陽道)が通り、何かしら大きな役割があった
のではないかと言われる。又出口さんは八幡宮
の三神について系図を見ながら、とても詳しく
話され、全員が実際に存在したかどうかは不明と。
休館 9 月 1 日・2 日

八幡まるごと館 ９月・10 月の予定
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です

(

ホ
ウ
酸
)

8 月24 日(金) この日は木下章司さんにアシスタン
トの宮地さん、金澤さん、足立さんが来られ、金属を
加熱すると現れる色、
炎色反応について学び
ました。6 種類の金属を
溶かした水溶液にピペ
ットでエタノールを加
えてチャッカマンで火
を。その時濡れ雑巾も用意して。実
際にやってみて、とても印象に残っ
たのがストロンチウム。綺麗な赤
に、ホウ酸は緑に。この金属が出
石けんブーケ

8 月30 日(木) 沢山の方が参加されました。作業は簡
単だったのですが、それは講師の前川和子さんと西角千
代子さんが事前に準備…造花の茎を1本1本長く作る・
・

八幡の歴史５ 8月31日(金)

ります。志水廃
寺、美濃山廃寺
と共に自分の寺
院の瓦や器等を
焼く窯を持ち、
高さ 25ｍの三重
の塔があったのではないかと。礎石があります。

出口修さんは前回の
続き、西山廃寺のお話を始められまし
た。跡地として今は松井山手橋本間の
道路の生協と同じ側にありますが、実
際には今の位置より50m南西で道路の
反対側にあったそうです。宅地開発に
伴う昭和43 年から48 年の発掘調査

す色を利用
したのが花
火というこ
とです。
次はドラ
イアイスと抹茶でアイスク
リーム作り。以前も木下さん
が用意して下さったことが
あるので
ありまし
たが、その
時より、随
分美味しいと感じました。毎
回準備だけでも大変だと思う
のですが、
そんな顔を
されたこと
が一度もあ
りません。

９月 3 日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん、10 日 、17 日、24 日、2 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)
次月は 10 月１
日、８日、15 日、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
９月５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
３日、10 日、17 日、24 日はリハーサルです。9 月２６日(水)はI/O コンサート前座を務めます

<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
９月 12 日 (水)です。午後 1 時 30 分～
特に持ち物は要りません。
講師 森本玲子さん 参加費 400 円(コーヒーつき )次回は 10 月 10 日(水)
＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO６>
新しく初めから濃密に進んでいます。
９月 19 日(水)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円
月 1 回です
<映画上映会｢タイタニック｣> 3 時間15 分のために通常より開始を15 分早めます。
９月 20 日(木)12 時 45 分～1 997 年 レオナルドディカプリオ 参加費 100 円
< I/O(アイオウ)コンサート> ご一緒に秋の歌を楽しみませんか
９月 26 日(水)13 時 30 分～ 伊佐昭代さんと岡田佳美さんのデュオ。曲については
後日お知らせ致します。参加者も思いっきり歌える場面がありますので、お楽しみ
に。前座でまるごと館オカリナクラブひまわりが秋の歌を演奏します。
参加費 500 円(コーヒー他ついています) どうぞお越しください。
<六ヶ所村ラプソディー>上映会
鎌仲ひとみ監督作品
9 月 28 日(金)13 時～ 参加費 100 円
2004 年から 2006 年にかけての映画 福島
原発事故前に撮られた映画ですが、今に響く内容です。

して来られたから。
＜秋のまるごと市＞ 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。
花の配列を考え、そ
10 月 21 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
れを石けんに添え
ーマーケット 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。
てまとめる。石けん
<干し柿を作ります> 参加費 300 円(変更するかもわかりません)
の香がしていい感
10
月 25 日(木)13 時 30 分～ 講師 西角千代子さん 持ち物 針、ハサミ、糸
じです。
玄関や
<楽しい理科の実験
NO23> 内容が確定したらご連絡いたします
車の中、
トイレ
10
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)
にだって。
＜あんなこと・こんなこと＞
状況が外で起こっていましたから。初
この講習
＊ 山崎さんは「コミュニテイはまちを、 めての経験でした。今後どんな異常気
会は参
地域を、豊かさを作る」と言われま
象等に見舞われるかわかりませんが、
加者が講師になって進めるという面白い企
加
す。これまでの全国の、特に過疎地
声をかけ合っていけたらと。
画。どなたでも、他の方に伝えたいとの思
での取組みから、まちが、地域が、＊ 9 月 26 日(水)I/O コンサートがありま
いや技術があれば、実現可能です。前川さ
人が変わってゆく様子をつぶさに見
ん西角さんありがとうございました。
す。毎年、岡田さんと伊佐さんに季節
て来られた。人はどうしたら豊かに生
を変えて来ていただき、参加者が思い
で色々解明。
きてゆけるのか。人とつながって、そ
っきり声を出して歌っています。とて
文書がないので
れぞれで出来ることを。
も楽しいコンサートです。是非お誘い
手がかりはそれ
今回の台風や地震の時、どなたでも
合わせてお越し下さい。
しかない。長沢
不安だったのではないかと思いま
行間を広くしようと思いましたが、い
＊
の足立史跡公園
す。話す人がいるだけでもほっとし
つまでも上達しない文章です。それと
には看板が立ち、 ました。風の音に交じって瓦が割れ
遅くなりました。(うえたにじゅんこ)
説明が加えてあ
る音、波板が外れる音等すさまじい

