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フリーマーケット

まるごと館のことを知って欲しい

10月21日秋晴れの日沢山の方々
がまるごと館に来て下さいました。
出店数は以前より少なかったの
ですが、ここ数
年では一番の
賑わいでした。

野菜市
を初めはひとりで。が、
何年も前から協力者を
得て、気持ちも随分楽に
なりました。

共に歩む方々の存在
9 年と 5 か月もまる
ごと館を続けて来られ
た

をり織
の作品
です。
あっと
いう間
フリーマーケット
を成し遂げるには相当な準
に人だかりが。一瞬でした。それ
備と体力が必要でした。泣
と「栗饅頭が美味しかった。どう
きたい時も。でも、いつも
したら手にはいる」
と
後で
パッチワー 傍にいて下さる方々に力を
聞かれた方が。
ク干し柿
いただき、ここまで来るこ
もう終活で自
とが出来ました。
分のものは片付
フリーマーケット
後押しして下さるご近所
けているのに沢
の方々にも感謝し 山買ってしまったとの声も
山
ています。

今回のまるごと市

フリーマーケット

既に
多く聞かれ
野菜市はいつも
フリーマーケット
焼き芋を
ました。お店
18 回も実
人気があります。
を出すのはそ
施してきました。
施近辺で色々
たのは、やっぱ 特に今年は
んな難しいこ
な催しがあれば
人の集まり
雨に野
り人の存在で 台風に、
とではないと思
方が違うことを
随分見て来
す。まるごと館 菜の値が高騰
いますが、如何ですか
ましたし、まるご
と館やまるご
のような｢人が していますか
ありがとうございました
と市の宣伝で試行錯
誤を繰り返し
いつも野菜
集まる場｣が必 ら。
まるごと市の前日、炊き込みご飯の材料刻
フリーマーケット
て来ましたから、
19 回目の今回の賑わいは正直嬉 要と考えて下さって
要だ
みに沢山来て
売場は人でいっぱいです。
しかったです。新
しか
率先して動
下さいま
今回は焼き芋、
お餅があ
聞に載せてもらっ
かれる。そ
って人気でした。
安くて したし、
たこともありまし
の方々が支
地元の新鮮な野菜が手 当日も
たが、ここ数年は
えになって
に入るのは幸せなこと 朝早く
チラシ配布のみで
やって来ら
かと思います。
お忙しい からテン
す。町内や団地等
れたように思います。
以前にまるごと
フリーマーケット
中、
生産者の皆様ありがと トと机を手早く
館のこと
うございました。
出して下さいました。ありがとうございまし

フリーマーケットでは
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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。

前述のように、出店数は少なかったの
ですが、多くの方がお家から色々と
持って来られ、売り娘をされてお
られる
姿姿がと
ても楽
しそう
で見ていて幸
せせな気持にな
館を民間の悲
りました。以
哀と表現しま
前より、ひとのつながりの深さが感じられ
した。設備ひと 嬉しくなりました。今回目を引いたのはさ

た。普段のまるごと館は女性が圧倒的に多い
のですが、この日は男性も多かったです。

前日準備
共に｢人が集まる場｣をめざして動けることが嬉し
いです。行政に頼らずに自分たちの手でどこまで出来
るか。まだまだやれることがあるように思います。
まるごと市も資金を得るとの域を越えて、自分たち
で楽しめるものに移行しているようにみえました。

オカリナひまわり

お聞きす
ると、
ちょ
っとは上
達してい
ると思わ
れます。
10 月15 日 9 月26 日のI/O コンサートの前座が 偶然まるごと館に来られた平岡由利子さんにオ
終わると今度は町内での演奏会(11 月19 日)、曲を カリナを紹介、教えていただき、今に至って、皆
決めて練習です。1 年中そうやって積み重ねてきて で楽しんでオカリナを吹けることが素晴らしい
います。少しずつですが、コンサートでの感想を です。毎週月曜日練習しています。見学OK です
絵手紙講習会
くことが生
活に入りこ
んで来てい
るということかなと思います。潤
10 月 10 日 写真を撮るのをうっかりと忘れて
いのある暮らしですね。これもこ
いました。森本玲子さんは魚シリーズが出来るく
の講習会での経験から導かれたこ
らい毎回魚を持って来て下さって、今回はイワシ
と。壁面掲示の絵手紙を見ると､
とアジの干物を。この所、この講習会以外にお家
ひとりひとり個性がよく出ていて
で絵を描かれる方の多いこと。それくらい絵を描
見込んでしまいます。
パッチワーク 干し柿

八幡まるごと館 11 月・12 月の予定
＜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。
講師出口修さん 参加費 100 円
月 1 回です

11 月１日(木)13 時 30 分～

<映画上映会｣>

11 月２日(金)13 時～

2 時間弱です お楽しみに
参加費 100 円
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
11 月５日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん、12 日､19 日、26 日パソコンを持
って来て下さい。参加費用 300 円(コーヒーつき) 次は 12 月３日、10 日、17 日

＜パソコン教室＞

<八幡の歴史と文化を訪ねてＮＯ７

10 月26 日 この日は木下章司さんと宮地さん、金
澤さんと来て下さって理科の実験です。地球そのも
のが１つの磁石で
あるとのお話で小
さい磁石をたくさ
簡単モーター
ん持って来られ、
ました。｢
磁石の動きを確認しまし
た。11 世紀 電気と磁石
の中国宋で羅針盤・火薬
・印刷・紙 が仲良し｣
の 4 大発明との興味
深い話や十 と。人間は
二

先着20人
歩きやす

＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。会費100 円
11 月7 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５日、
12 日、19 日、26 日 なお11 月19 日(月)は町内演奏会 12 時前集合です。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
11 月 14 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 12 月 12 日(水)です

〈木の実のリース作り〉
11月28日(木)13時30分～ 色々な木の実リースを。持ち物 ハサミ持ち方大きめの
袋、グルーガンがあれば。参加費500円 15人になり次第締め切ります。
<たくあん漬け講習会＞
白菜漬け等も参考になります。
11 月30日(金) 10 時30 分～ 共に簡単な食事をとります。
参加費500円(昼食込) 講師 高橋佐知子さん、安井富子さん 要筆記用具実際
に漬けるところの実演。レシピを用意しています。

ゆっくりと楽しんでいただけます。

12月９日(日)13時～15時
ボーカルは小川マキさん。クリス
マスソングを一緒に歌います。参加費 500円(飲み物他ついています)
前座でまるごと館のオカリナクラブが演奏します。
どうぞお越し下さい。

10月25日 ｢干し柿｣と案内を出したものだから、 て準備して
渋柿をむいて干し柿を作ることと思われた方が何 下さいまし
人もおられました。この時期にピッタリのパッチ た。小さな
ワークで針に糸を通すのが段々苦しくなってきて 枝まで。あ
いる世代ですが、いい干し柿が出来上がりました。 りがとうご
西角千代子さんは人数が多かったのですが、全 ざいました。
磁石と電気は仲良し

巡検道を歩く>

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
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 。

<ジャズでクリスマスコンサート＞

楽しい理科の実験 23

休館 12 月 2 日

<楽しい理科の実験 NO24>
12月14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)

<しめ縄飾り講習会>
二支が方向を示
していることか
ら、船の運航で取
り舵(酉の方)、
面
舵(卯の方)の意
味など話
された。最
後は紙ヤ
スリ、
電池
エナメル線とクリップと小さな
磁石を使って簡単モーターを作

12 月2２日(土)13 時～
講師小澤延之さん
参加費 600 円
持ち物
剪定ハサミ、ペンチと千枚通し(ある人は持ってきて下さい) 霧吹き
＜今年度最終野菜市＞黒豆等のお正月用野菜の準備を。どうぞ、お越し下さい
12 月 26 日(水)9 時～黒豆、地元の新鮮な野菜を販売します。

＜まるごと館納め＞
野菜市の後、午後 12 時 30 分から 1 年間使用したまるごと館を片づけ､掃除をしま
す。お忙しいとは存じますが、ご参加下さいますようよろしくお願い致します。そ
の後、お茶の時間を持ちます。

＜あんなこと・こんなこと＞ ＊ これからは人口減少時代。それと今
まで人間が成長の名のもとに行って
＊ まるごと市ありがとう
ございました。多くの方
きた様々なことのしっぺ返しが、
から沢山の寄付を頂い
色々な形で起こってきているのでは
ています。市の売り上げ
と。それをどう考えて、どうすれば
の中から毎回福島の子
次世代につなげていけるのか、が問
どもたちの保養のキャ
われているのではないでしょうか。
ンプに積み立てていま
あっという間に11 月です。あの猛暑
＊
す。以前は設備購入のた
自分たちの手で電気
が夢のようです。寒くなりました。
めに、が大きな目的でし
を起こすことが出来る
まるごと館にお越し下さいね。
たが。一歩も2 歩も進ん
ようになったのです。
(うえたにじゅんこ）
で来ているようです。

