います。嬉しいことで
物の重要
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す。これまでの9 年間
じゅ
分の体を
お世話になった講師の
＊
自分で守
方々に感
<2019 年２月にこんなことをしました>
●
バランを敷く
ること
謝申し上
味
が出来ると。
添加物だ
げます。
噌
そうた君も参加
らけの食品が溢れる
を
味 噌 作 りは深 い
中で、
まるごと館でやっていることはそれらにとっ
考作
味噌を仕込んで出来上がった 味噌を仕込むて痛くも痒くもないことだろうけれ
り
え
た
後は昼食の時間です。そこでのお話の交流は ど。味噌作りから、自分だけよけ
てな
いつも楽しいもればいいではなく、大豆の生産者
みが
るら
参加者の方々
のです。
バランを切る
安井さんと高橋さん
やその時間的な余裕さえない方々
この頃何かを
係｣｢カビが生えるのは生える条件が整っている
９年前のお話
等へと気 消毒した小石を
話していても、
から｣｢味噌から世界が見える｣・・等々。
2010 年 2 月に始めた味噌作り講習会。ビール
持ち飛ばすことができ
今 回 は…
最後には病気や
るのではないでしょう
瓶を1 本10 円で13 本買って、重石にする小石
10回目です。
病院の話になっ
を拾ってきて、大豆を煮
か。味噌作りの意味はそ
の辺にあるのではないか
安井富子さ
てしまう傾向が
て当日の朝を迎えまし
バランの切り方を
と。
ありがとうございました。
んには、初めか
ありませんか。
た。参加者は13 人。
年齢のせいですか
ら今まで
ずっと
講師として使い捨て時
教えていただい ね。この日も、安
代を考える会より槌田さ
井さんからは｢食
ビール瓶で煮大豆をつぶす ん、田頭さん、安井さん ています。高橋佐知
て
べたものが体を作
が来て下さって、そこで 13 人の煮大豆の内 4 人 子さんは高槻から
る｣との話をされ
が駄目だしをされました。槌田さんに｢固い！｣ 来て下さって、味噌
ましたし、高橋さ
と。筆者もその中の一人。折角
では2 回目ですが、
味噌を作り昼食へ
んからも普段の食
他の講習会でお馴
炊いたのにと、
がっくりきました
べ物の
加者の個性を尊
染みです。
が、
今でもその時のことを忘れま
重されるから、
この日は 7 人の
2 月14 日～24 日
せん。
味噌の発酵にとっては必要
皆さんが伸び伸
方が煮大豆を鍋ごと持って来られ、ビール瓶
方
沢山の方が
なことでしたから。
未だにカビが
びと描けるので
等で潰す所から始まりました。初めて参加さ
来られました
生えるのでよく思い出します。他
は、と。ひとり
れた方が 2 名で、経験者は素早く作業される
文化センターミニ
にも｢味噌作りはひととひとの関
ひとりのスタイ
ので例年より
早く出来上がり
ギャラリーで 10 日間
ルが以前よりは
ました。
た。
の実施、昨年に続き2
っきりして来
卒業生が
回目となります。まる
て、皆違ってい
いっぱい‼
ごと館で2013 年５月
2019 年３月４日/110 号
まるごと館で 月一で講習会がスタートして参加者は常に 10 人前 て面白い。それは講習会以外に家で描かれる方
＜ 発 行 ＞ 八 幡 ま る ご と 館 / 八 幡 市 男 山 松 里 １２－２０
の講習会に参加 後でした。今では 20 数人で座る席がないくらいで が増えたことも。花・魚・野菜を細かく観察す
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
後、ご自分で味噌 す。23 人分の絵手紙、色紙、うちわを展示。会場に ることも覚えました。入り口看板の芋版ポスタ
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
を作られるよう 2､3 度足を運んで下さった方が何人もいらっしゃっ ーは森本さん作です。 ｢また来 年 も｣
ホームページは http://marugotokan.net/
の声に応え
になった方が随 て、感激しています。ありがとうございました。
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
感
想
ノートから
て皆さん描
分いらっしゃい
●
｢ひとりひとりの個性がでていて
きましょう
ます。中には地域
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
良かった｣｢昨年より上達している｣
ね。ありが
で教えられるよ
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。
とうござい
うになった方も。 とのお言葉をたくさんいただきまし
た。それは講師の森本玲子さんが参
ました。
拡がってきて
い

っていただく場面も
の火でガラス棒を熱する。
同じように熱すると先が塞がり、ガラス
準備しています。
ハー
1400℃にもなるとか。オ
管内の熱くなった空気がガラスを膨らま
モニカとのコラボも
レンジ色なった時反対の
せると。カセットコンロの火が弱くなり、
楽しみです。
今までま
空いている所からありっ
宮路さんの山用のガスバーナーが威力発
るごと館では、
オカリ たけの息を吹き込むと先が膨らんで来る。
た
反対側も 揮。中にビーズや液体を入れてマドラー完成！
ナは前座出演しかし
2 月28 日
たことがなかったの
写真は2月18日 6 月のハーモニカとのコンサ ですから気合が入ります。少しずつ難しい曲
今回はユ
ートの内容確認等が続きます。沢山参加してい にも挑戦です。平岡由利子さんに教えていただ
ニット折
ただけるように、頑張って練習しています。歌 いて早5 年近くに。よくここまで歩めました。
り紙でし
た。同じも 折り紙教室３
等をもって来られ、
森本玲
絵手紙講習会
のを11
個作って組み立てるのですが
をつけて折っていたかが後
子さんからはイカやメバ
、
講師の出口宏子さんの作られた折り紙のよう
で決めてになるんですね。
ルを。多くの方が魚に取り
になるまではどれだけの時間が要するでしょ
参加者の
組んでおられました。絵手
うか。組み立
皆様ため息
紙のおかげで野菜や魚を
てるのが難
まじりでし
たが、折り紙
しい。初めに
2月13日 次の日から文化センターミニギャラリー 細かく観察出来
がやみつきに
いかにきち
展示となりました。この日はまるごと館の野菜生産 るようになった
なりそうです。
んと折り目
者の方々が水仙、梅、ブロッコリー、葉つき八朔 と思います。
清水祭(9 月15 日)では 八幡まるごと館を３月・４月の予定
休館 3 月10 日(日)、21 日(木)、２４日(日)
八幡の歴史10
供える食物は31 種類も。 ＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
午前2 時に3 座の神霊を ３月４日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん 11 日、18 日、25 日パソコンを持
3 基の鳳輦に移して頓宮 って来て下さい。参加費用 300 円(コーヒーつき)
＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。参加費100 円
までゆく。5 時30 分には
３月4日(月)13時～ 平岡由利子さんを中心にゆっくりと。３月6日(水)、11日、18日、25日
神饌を通盆で運んで供
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
2 月15 日 出口修さんは、前回の積み残しの｢八幡 え、また3 座の神に四季の花も供える。竹・梅・
３月
13
日
(水)です。午後
1
時
30 分～
特に持ち物は要りません。
宮の神饌｣についてとても詳しく話されました。神 菊・桜等を和紙を使って毎年作られているそう
講師 森本玲子さん 参加費 400 円(コーヒーつき )次回は４月 10 日(水)です
饌とは神社や神棚に供える供物のことで、石 だ。
当日頓宮前では見られるのかもしれません
<パッチワーク・サンタさん＞ 先着１０名です。間に合わなかった方は秋に予定。
３月 14 日(木)13 時 30 分～ 講師 司馬信子さん
持ち物
はさみ、針、
ふくろうのコースター
パッチワーク糸の白とベージュ
参加費 当日集めます
＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO11>

オカリナひまわり

３月 27 日(水)13 時 30 分～

講師出口修さん 参加費 100 円
月 1 回です
どうぞお楽しみに。箱入りかぶとを作ります
３月 29 日(金)13 時 30 分～ 講師 出口宏子さん
参加費材料代は 100 円
<歴史と文化を訪ねて NO８ 橋本を巡る > (少雨決行)
4 月６日(土) 10 時～⒕時頃 講師 出口修さん 集合橋本駅近くのロータリーに
10 時に集合 持ち物 昼食(おにぎり程度)、お茶、保険代で 30 円 参加人数 20 人
とします。詳しくは後日。ご参加お待ちしています

<折り紙教室 第４回>

がりまし
た。使うの
2 月 21 日 西角千代子 がもったいないくらいで壁飾りにすると言う方
さんが準備から全て用意して下さって、参加者 が何人もおられました。西角さんには過去干し
は楽しみ、わいわい言いながら針を動かしまし 柿や石けんブーケ、今年の 6 月頃には匂い袋を
た。可愛らしいふくろうのコースターが出来上 教えていただくことになっています。
<映画卒業上映会>
がりま
4 月 18 日(木)13 時～ 会場費 100 円
岡田佳美さんの出演作
楽しい理科の実験 ２５
＜あんなこと・こんなこと＞
で、まるごと館のお米はもうあまりないそ
＊ あっという間に3 月です。寒かったり暑か うです。申し訳ありませんが。
ったりで極端です。一番敏感なのが畑の ＊ 味噌作りの講師の安井さん、高橋さんあり
野菜たち。天候に左右されます。同じ手
がとうございました。｢ずっと来ます｣とお
間がかかっているのに、たくさん収穫が
っしゃっていただき、心強いです。それと
あれば安くなる。逆もあります。生産者
２月 22 日 木下章司さんと宮地さんにお世話にな 吹き込み球を作っている姿をみたこ
参加者の皆様ありがとうございました。ま
の方々が苦労されてるのが、まるごと館
ってのマドラー作りです。よくガラス細工の専門 とがあります。そのイメージが強いものだから、
だ作ったことがない方もどうぞ。バランを
にいてよくわかります。また、昨年の台
家が高温の中にガラス棒を入れ、思いっきり息を 一体どうやって？と。なんとカセットコンロの
たくさんありがとうございました。
風の影響で米の収穫量が2 割減だそう
(うえたに じゅんこ)

