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ホームページは http://marugotokan.net/
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又は、八幡まるごと館で検索して下さい
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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
夏の猛暑には閉 さんは目が見えなくなって
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 口。ぬか床の上に から(2018 年)、習いに行か
参加者された方々
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・武士から一般の人に至るまで崇敬をうけ
の平岡由利 ６月２６日 今回参加者が多かったで
す。出口修さんは八幡宮の荘園の話
たことによる。878 年初代別当の安宋が頓宮
り
子さんと南
を。859
年行教の石清水に八幡神遷座
や極楽寺を創建したが、これらは寄進によ
さんの伴奏
る米や薪等を元に作られた。｢八幡山案内絵
で通しで歌 後は八幡宮近辺が宮領だったけれど、
図」を見ながら説明をされた。一時は 230
ったりしました。これに小西さんの どんどん寄進により増えていった。寄
もの所領があった。鳥羽伏見の戦いで焼失
巧みな司会が入り、当日はばっちり 進は八幡宮が現世と来世に利益があ
の極楽寺の桜は八幡八景に。桜見たかった
と出来るでしょう。4 年前にはとて る宮寺であることから、天皇・公家
休館 8 月 12 日～15 日、8 月下旬未定
6月5日 この日は10 日のコンサートのリハーサ もおぼつかない私たちでした。ここまで来られ 八幡まるごと館 ７月・８月の予定
ルの日でした。3 部構成からなり、いつも出来て るとは思ってもいませんでした。毎週月曜日の ＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
いなかった2 部のハーモニカの西岡さんと南さん 練習が生きて来たのかもしれません。
７月１日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん、７月１日、８日、15 日、22 日、
29 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)
絵手紙講習会 6月12日
＜オカリナクラブ
ひまわり＞
楽しめる時に。参加費100
円
誰かの話
７月１日(月)13
時～
平岡由利子さんを中心にゆっくりと。7
月3
日(水)、８(月)、15(月)
が聞こえ
22(月)、29(月)と続きます。
て来て、笑
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。8 月はお休みです。
いが起こ
７月
10
日
(水)です。
午後
1 時 30 分～
特に持ち物は要りません。講師 森
るのが んな中で森本玲子さんはアドバイスして下さ
る
本玲子さん
参加費
400
円(コーヒーつき)
次回は９月 11 日(水)です
常で、
楽 っています。講習会を始めて丁度６年になり、
<パッチワーク・匂い袋＞
しいひ 参加者が独自の方向で歩んで来たから、ひと
持ち物
はさみ、針、
と時で りひとり違う味わいのある絵が描けるのかも ７月 11 日(木)13 時 30 分～ 講師 西角千代子さん
鉛筆、糸
参加費
300
円(コーヒーつき)
す。そ しれません。皆上手くなったと言われます。
<楽しい理科の実験 NO27> 錯 視 ( さ く し ) に つ い て で す
ブローチを作
７月 19 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)

＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO14>
７月 24 日(水)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円
月 1 回です
＜お話会(朗読会)>日本や世界の昔話 夏休み中のお孫さん(子ども無料)にもどうぞ
7 月 26 日(金)13 時 30 分～講師出口宏子さん 参加費 100 円 折り紙と月交替で
どうぞお楽しみに。キャラクターを２作くらい
6 月 20 日 西角千代子さんが細かいものから全て 比べ、うんとしんどくなってきましたが、こういう機 <折り紙教室 第７回>
参加費材料代は 100 円
用意して下さって、とても細かい作業でしたが、皆 会を用意、準備して下さって、色々経験できて、嬉 ８月２日(金)13 時 30 分～ 講師 出口宏子さん
し
い
限
り
。
お家で何個も作られた方が多いです。
(表面続き) 体が許す限り、続けられたら。今回
そろっていたね｣って言われ嬉しかったです。
さん完成されました。針に糸を通すことも以前に
西岡さんと南さん今後ともお願いします。
の参加者の方々もぬか床を楽しんでおられます。
折り紙教室６
何人も
今年はいつも頂いている所から鈴虫が届か
＊
講師の方々から学んだ
の方が
本当にたくさんのことを教わりました。技術的 なかったです。毎年10 数人が欲しいと来ら
お家で
なことだけではなく、出会えたことで｢自分は自 れるので、鈴虫をお持ちの方いらっしゃい
作られ
ませんか？よければ少しでも。
分はではない｣姿勢を学ばせていただきました。
たと聞き
た
まるごと館10 年。前号に書きましたが、あ
＊
ました。花の心が少し お話も楽しかった。ありがとうございました。
っという間でした。これからも支え合い、
＜あんなこと・こんなこと＞
６月２１日 蓮の花を教えていただきました。今回 手間がかかりましたが、他はスムーズに出来るよ
学びあい、居心地のいいまるごと館を参加
は折り紙というより、ペーパークラフトといった うに。折り紙、ペーパークラフト等奥の深さを感 ＊コンサートのたくさんの参加者に、びっく
者の方々と共に目指していけたらと思いま
り。声をかけて下さった方々ありがとうご
方がいいそうです。ハサミやのりも使いました。 じています。色々なものに挑戦出来て、まるごと
す。あと10 年続けると書いたら、もっと頑
ざいました。また、｢オカリナ進歩したね、
出口宏子さんは何回も折り方を教えて下さって、 館に集う方々と共に取り組めるのがいいです。
張ってと。皆で元気に。(うえたにじゅんこ)

