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I/O コンサートで参加者も歌う
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10 月21 日(日)に。１年に春秋と2 回 今の所、さをり織り作品、和菓子、パン、野
募
集 み 分 ずつ実施してきて、今回で19 回目とな 菜、花炊込みご飯、リサイクル品、布ぞうり、
‼等
ります。この季節、秋の一番いい時、 手作り品、等の出店予定です。お家で使われて
各地で多様な催しが行われます
い
いない衣類、工芸品等ありま
。今年は猛暑、水害、地震、台
したら、思い切ってお店を出
風等の異常気象に振り回され
されませんか。まるごと館に
て、未だにその余波の中で暮ら
まだ来られたことがない方に
しています。21 日半日ですが、
も館のことを知っていただく
どうぞまるごと館にお越し頂き 昨年秋フリーマーケット
機会になると思っています。
のんびりと過ごされませんか。お友だちとどうぞ。
<９月にこんなことしました>
館内ではコーヒー、お茶を飲めます。他に絵手紙等
に
I/O コンサート
の展示やさをり
26 日 伊佐昭代さ
織体験を行な
んと岡田佳美さんに
っています。コ
ースタ―を織っ 来て頂きました。お
ていただきます。 ふたりで2015 年から
ご自由にどうぞ。 毎年、季節を変えて
昨年秋フリーマーケット
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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
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。

吉田東子さん絵
今回4 年目です。
お姉さんフォ
ーク I/O(アイオ
ウ)として八幡
に留まらず、京
都市内にも活動
は

範囲を拡 どです。第2 部
げておら では 23 曲の歌
れる。伊佐 集を作って下さ
さんから っていて、そ
は｢今が第 の中からリク
二の青春｣ エストのあっ
とよくお聞し た曲を皆で歌
ますし、岡田さ う。懐かしい歌
アイオウのおふたり
んは
舞台や映画出
昔よく唄った歌の中から何
演等幅広く活躍されておられます。
曲も歌いました。大きな口
おふたりの歌から
。
を開けて、思いっきり声を
し、
第一部はいつ
出すと言う行為はきっと身
も工夫が凝
体を楽にさせてくれるもの
らしてあ
ではないかと思いました。
特に
って、特
よく歌っていた曲の場合はそ
に音楽物語
の
当
時
｢半日村｣を 岡田佳美さん のことが
語りと歌で紡いでいか 蘇ってきて、そ
伊佐昭代さん
れた。中々の力作です。 れが自分の中
岡田さんは鍵盤ハーモニカ
に力として蓄
を、伊佐さんはギターを巧みに
えられて行く
演奏されて。懐かしい坂本九ち
に ような感覚を覚えました。
ゃん
うたの力
伊佐さんと岡田さんは参加者の
ゃんのメドレ 気持ちを上手に受け止められ、まるで
ーや毎回紹介 何か導く人のようです。参加者の表情
が柔
参加者の皆様
して
下さる地元の歌、良かったです。今
までに｢八幡の子守唄｣｢八幡市歌｣
を。この日は｢お茶をどうぞ｣を楽
が柔らかくなったような気がし
譜つきで歌って下さいました。山
ます。おふたりはそれを自然と行
城地方のお茶の歌、八幡でもお茶
って
おら
が。｢お茶をど～ぞ ｣と歌ってし
おら
まいそう。 皆で歌いましょう
れ
る
。
まる
それが
ごと館で
おふたりのファ 伊佐さん、岡
力でもあり、
ンが沢山おられ 田さんを心待ち
てコンサートを にされる人が多
心待ちにするほ い所以だと思います。

いました。又、来 六ヶ所村ラプソディー上映
建設に。
地元の激しい反対をものとも
年にはどの季節に
伊佐さん岡田さ
せずに、
各地の原発の使用済み核燃料
来て頂けるか楽し
ん、直ぐ後に別の
が集められ、
それらからプルトニウム
みにしています。
大きなコンサート
を抽出するという。しかし、プルトニ
前日にコンサー
が控えていてお忙
ウムを使う高速増殖炉のもんじゅは
トのために、ぶど
前日大福作り
しかったと思います。
しい
廃炉に。工場が出来る前は緑豊かな
そんな中でありがとうござ う大福を作りました。ワイワイ言いながら。 9 月28 日 2006 年の映画。福島の原発事故の前 地。地元で生活される方々に負担を強いる手法
いまし
9 月26 日 I/O コンサートの前座
に作られた。六ケ所村再処理工場は1993 年から は他でも見たことが。知ることが大事です。
オカリナひまわり
で演奏しました。8 月はまるごと
八幡まるごと館 10 月・11 月の予定
館のお休みであまり練習出来ませ
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
んでしたが、第一水と毎週月曜日
10 月１日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん、８日､15 日、22 日、29 日パソコ
よく集まりました。演奏している
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 11 月５日、
私たちにはあまりわからないので
12 日、19 日、26 日の予定です。
すが、上手くなっていると言われ
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。会費100 円
10 月３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
て嬉しくなります。平岡由利子さんにドレミ です。11 月19 日は町内、12 月9 日はクリス
8 日、15 日、22 日、29 日 なお11 月19 日(月)は町内演奏会 12 時前集合です。
ファソラシドから教わっていた時が夢のよ マコンサートの前座と演奏会が続きます。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
う
何人も。参加した
10 月 10 日 (水)です。午後 1 時 30 分～
特に持ち物は要りません。
いと来られる方
講師 森本玲子さん 参加費 400 円(コーヒーつき )次回は 11 月 14 日(水)です
にはいっぱいで
＜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。
すと。只今、参加
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
者24人ですから。
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。
絵
手
紙
講
習
会
<パッチワーク干し柿を作ります> 参加費 300 円 満員です
9 月12 日 森本玲子さんはこの日トビウオを
10
月 25 日(木)13 時 30 分～講師西角千代子さん 持ち物 鉛筆 針、ハサミ、糸
持って来られ、目の前にポンと置かれます。描か
<楽しい理科の実験
NO23 磁石と電気は仲良し> 簡単モーター作り
れた方が沢山おられました。まるごと館の壁面に
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)
作品が掲示されています。見応えがあります。だ
＜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。
んだん描くことに慣れてきたのでしょうか。この
11 月１日(木)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｣>
所この講座の時間以外に､お家で描かれる方が
参加費 100 円
本書紀によれば、美貌で聡明。 11 月２日(金)13 時～ 2 時間弱です お楽しみに
<八幡の歴史と文化を訪ねてＮＯ７
巡
検
道
を
歩
く
>
先着20人
妊娠中に新羅出兵、帰国後応神
11 月６日(火) 出口修さんが案内して下さいます。集合 松花堂 10 時 歩き
天皇を生む、と。応神天皇は実 やすい靴で。持ち物は簡単な昼食とお茶。後日、詳細はご連絡致します。
在の可能性のある最初の天皇
<たくあん漬け講習会＞
白菜漬け等も参考になります。
八幡の歴史ＮＯ６
と言われるが、どこまで史実か 11 月 10 時30 分～ 共に簡単な食事をとります。まだ日にちは未定です
9 月19 日 忘れないうちに早めに書くよう心
よくわからないそうだ。
わ
よく話されたのは、古
参加費 500 円(昼食込) 講師 高橋佐知子さん、安井富子さん 要筆記用具
掛けています。ちょっと時間が経つと頭から飛んで 代に朝鮮半島出身者が日本に多く渡ってきて
実際に漬けるところの実演。レシピを用意しています。
行ってしまいそうで。この日は石清水八幡宮の三神 いて、地方の豪族となっていった。製鉄、鍛冶
そのコンサートに参加して、パワ
＜あんなこと・こんなこと＞
―応神天皇、神功皇后(母)、比売大神(妃)―につい 等の技術も日本に持ってきていたという。王 ＊ 台風で被害が出たというのは自分で自
ーを頂いたように思いました。歌
てとても詳しく話して下さいました。神功皇后は日 仁、秦など地名にもよく出てきている。
覚していなくても、気持ちの上でなんら
の力はきっとあります。ありがと
かの影響があるのでしょう。ましてや、
際に氷山に
うございました。そして、日常的
家が倒壊、住めなくなる状態になってし
衝突した最
に話が出来るひととひとのつなが
まった多くの方々がどうされているか、
大の海難事
りがあれば、どんな状況でも乗り
と考えてしまいます。これからはそうい
故。2224 人
越えていけるような気がしていま
う分野で配慮しなければならない地球
のうち 1500
す。まるごと館でそういうことを
映画｢タイタニック｣
になってきていると思うのです。
人以上亡く
培ってきている今です。
9 月20 日 1997 年の3 時間15 分の映画。早めに なった実話から。以前見たのですが、殆ど記憶から
なった。
＊ まるごと館のコンサートの 3 日後、生涯 ＊ いつも発行が遅くなります。まる
スタートしました。若いころのディカプリオが登 消えていました。でも最後笛を吹いて救助船に知ら
学習センターで伊佐さん岡田さんが歌
ごと市にどうぞお誘いの上お出か
場です。1912 年4 月14 日から15 日にかけて実 せた、生き抜くという強い意志は覚えていました。
われました。台風 24 号直前でしたが、
けください。 (うえたにじゅんこ)

ありがとうございました

