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しめ縄かざり講習会
22 日
オカリナクラブひまわり 9 日
クリスマスコンサートに前座で演奏しました。
短い演奏時間でしたが、長期間にわたって練習
を積み重ねて来ました。コンサートまでは毎週
月曜日は集まって、まるごと館のオカリナクラ
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で演奏出来ることを大切にこれからも励みます。 小雨が降ってきてテントで屋根をさっと作ら 回のことですから。もう次の予約があります。
れ
折り紙教室第 1 回 6 日
八幡まるごと館
１月・２月の予定
出口宏子さんの初めての折り紙教室で
＜まるごと館開き>
１月９日(水)９時～ 新しい 2018 年の始まりです。野菜販売も通常通りに始ま
す。ポチ袋と箸紙、中々高度で一度出来
ります。どうぞお越し下さい。
ても次が続きません。実際にお年玉に使
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
いました。何度も練習を重ねて、かなりの方がマ
いました
１月 9 日 (水)です。午後 1 時 30 分～
特に持ち物は要りません。
います。次は吊るし雛、
スター
講師 森本玲子さん 参加費 400 円(コーヒーつき )次回は２月 13 日(水)です
楽しみに待っています。
されて
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
１月 14 日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん、21 日､28 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) ２月４日、11 日、18 日、25 日

＜オカリナクラブ ひまわり＞

絵手紙講習会 12 日

パステルアート
に初めて取り組みました。いつもと違う取組みだ
ったせいか中々進めない方が多く、森本玲子さん
楽しい理科NO24プラバンリース飾り 14日

楽しめる時に。会費100 円

１月14日(月)13時～ 平岡由利子さんを中心にゆっくり進んでいます。1月21日、28日

＜新春餅つき会＞ 多くの方のご参加お待ちしています
1 月 20 日(日)10 時～杵と臼で餅つきします。雑煮、大根やきな粉のお餅等々。
参加費 500 円(子供さんは無料です。
<パッチワーク講習会 ひな人形>
１月 24日(木)13 時 30 分～ 講師 司馬信子さん 持ち物 糸、はさみ、針、
定規、ボンドを持って来て下さい 。 参加費 300 円です
<折り紙教室 第２回>

はあっちこっちから声がかかり、大変だった
と思います。1 月中に 2 月文化センターミニ
ギャラリー展示物を集めますのでご準備を。 1 月 31 日(木)13 時 30 分～ 講師 出口宏子さん 第 1 回はお雛様です。
参加費・材料代は 100 円

どうぞお楽しみに。

＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO９>

１月 25 日(金)13 時 30 分～

内容たっぷりに進んでいます。

講師出口修さん

参加費 100 円

月 1 回です

<まるごと館絵てがみ展＞
2 月 14 日(木)～2 月 24 日(日)9 時～17 時 30 分 但し 2 月 20 日(水)はお休み
どうぞお越し下さい
<楽しい理科の実験 NO2５>

になり、もう既に24 回目も工夫
して行なって下さって感謝です。 ２月 22 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)
＜味噌作り講習会＞
中学生時代を取り戻したかの様に
２月下旬
10 時～13 時 30 分 講師 安井富子さん 高橋佐知子さん
見学は OK で
色々学習させていただいています
す。参加費(昼食を共にします)600 円
は上奈良の御園神社で毎年
を働かせて、遠くの人ともつながることが
行われる｢ずいき神輿｣のこと。 ＜あんなこと・こんなこと＞
1 年はあっという間です。まるごと館の取り 可能とも。しかし、この世界で起こってい
＊
その由来が少し理解できたよう
組むこととして、
｢年を重ねること｣を考えて ることをほんの僅かしか知らないし、努力し
に思います。この那羅は古く欽
みたいと思います。具体的にはまだですが、 ても知り得ないかもしれませんが、何を大切
明天皇時(510～570)｢日本書紀｣
形あるものにしてゆきたいです。皆さん、一 にするかは決められると思うのです。
に奈羅として初めて登場。江戸
“ひとの痛み”
時代に書かれた『御園神社縁起』が御園神社に 緒にたくさんしゃべって、笑って、共に心配し “ひととひとのつながり”
合って、楽しく年を重ねましょう。
2019
年が始まりました。
今年もよろしくお願
＊
出口修さんは｢八幡宮遷座以前の八幡」
ということで 残されていて、そこには朝廷に野菜を奉納するよ
ひとと繋がることが大事 い致します。今年はまるごと館オープン10 年
とても詳しく｢那羅郷｣の話をされました。
それは現 うになったことや御園神社創立のこと等記してあ ＊ 表面に書きました。
な時代です。
近くにはいないけれど、
想像力っ目にあたります。(うえたに じゅんこ)
在の上奈良・下奈良に該当する。興味深かったの るそうです。秋の「歴史を訪ねて」はずいき神輿へ。

プラバンリース飾
りを作りました。今回も木下章司さん、アシ
スタントとして宮地さん、金澤さんにお世話
八幡の歴史 NO７ 20 日

て

