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<9 月にこんなことをしました>

ＭＣの上芝さん
らっしゃいます。

日を設けられ、
男山ではか
なりの地区で演奏、
昨年は
京都府庁観桜祭でも。
本当
にコツコツと力をつけら
れ、活動されてい

少し違うかもしれませんが。
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リッシュのヘクターザヒーロー
やイニシュアなどの100年以上
も前からの伝承曲
があり、とても気持
ちが穏やかになる
横田さん 美しい曲でした。
よく耳にしているのでは
コーヒールンバ(実は失恋の
歌)、コンドルは飛んで行く、 北田さん
パ
アフリカンシンフォニー(高校野球での応

オープニン
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八幡まるごと館のこと
るごと市その日を楽しんでいます。
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例年10月の
こえました。ひたすら、人の集まる場を追求し、
上芝邦夫
第 3 日曜日で
きっとまるごと館がなければ知り合わなかった多
さんのお話
したが、都合
くの方々と共にその場作りを行なってきました。
はとても
がつか な く
中々まるご
わかりや
て予定を変え
と館を認知し
すかった
ました。フリ
です。サリ
てもらえなく
ーマーケットご希望の方どうぞご出店下さ
ーは柳 の
て悔しかった
い。あと数店です。秋の半日ですが、どうぞ
こと、哀愁
参加者の方々
り、逆に人の
漂う優しい曲で、ティンホ
館内にもお入り下さい。
お待ちしております。
藤井さん
援歌)等も。とても音色に心惹かれます。
温かさに胸が
イッスルの音色がとても曲にあっていて引き込
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イ、引き込まれる
熱くなったり
まれました。上芝さんの曲紹介
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間
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の日々を重ね
は演奏共々、最初から最後まで
様、沢山の楽器
て現在に至っています。当初はまるごと館を知って
昨年に
とても素晴らしかったです。
に対して狭い
もらう、運営費用を集めるが、まるごと市の目的で
続き 2 回
舞台で申し訳
したが、ここ数年では変わってきています。日常的
目となり
ずっとイギリスとの間で独
ありませんで
な野菜販売で賄えるように。今では収益の一部を福 ますアニ
立をめぐる動乱があり、そのこ
した。よく動か
ーの皆様にお越し とを歌う曲も多いと聞きます。
れ楽器をかけ
いただき、アイル 歌うことで、奏でることで耐えてきた、乗り越 持ちで担当されていました。これからも益々
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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
ローリー｣からと
皆で励ましあっ
での演奏を直前に控えた、まるごと ート参加者の方々から言われ、
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 昨年お聞きしまし
まるごと館
館での練習風景です。今年も 11 月 て来られたことを嬉しく思います。
のオカリナクラブとはそういう所です。
18
日に出かけてゆきます。今はず
た。月に3 回練習
写真は昨年10 月まるごと市

絵手紙講習会

八幡まるごと館 10 月・11 月の予定 休館) 10 月 13 日(日)10 月１９日(土)

9月11日 丸5年もこうやって描いているとひと との交わりの心
りひとりの絵が個性を発揮して、面白いです。講 地よさを味わっ
師の森本玲子さんはアドバイスされますが、その ています。皆さ
難しさを思います。常時 20 人はお世話になって んの写真を撮る
いてワイワイと賑やかに。絵を描く楽しさと人 のを忘れ、絵を。
お話会２
9 月 13 日 この日、
出口宏子さんは一ノ瀬
さんと来られ、おふた
りで語って下さいまし
た。一ノ瀬さんが手遊
び｢弁慶が五条の橋を渡る時‥‥言って渡る』やデン リーとして数十のお話を持っておられ
マークの昔話の｢ついでにぺろり｣を。出口さんは｢う 色々な所でお話された経験等を話され
しかたとやまんば｣｢ウラパンオコサ｣等を。レパート ました。表情豊かに話される。面白かったです。
理科の実験万華鏡
にお世
話にな
りまし
た。筒の
中に反射

＜オカリナクラブ ひまわり＞
楽しめる時に。平岡由利子さんを中心にゆっくりと
10 月２日(水)13 時～ 参加費100 円 7(月)、14(月)、21 日(月)、28 日(月)
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
10 月 7 日(月)10 時～12 時
講師 吉田恒夫さん 14 日、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)
次月は 11 月４日、11 日、18 日、25 日の予定です。
<絵手紙講習会>
ちょっとゆったりしませんか。
10 月９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 11 月 13 日(水)です
<歴史と文化を訪ねて NO9 ずいき祭り > (少雨決行)
10 月 13 日(日)
講師 出口修さん 集合は御園神社に９時３０分に集合
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８回>
どうぞお楽しみに。クリスマス関連折り紙
10 月 18 日(金)13 時 30 分～ 講師 出口宏子さん参加費材料代は 100 円
＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO16>
10 月 24 日(木)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円
月 1 回です
＜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。
10 月 26 日(土)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
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。
予定では第 3 日曜日でしたが、都合がつかないためにこの日変更しています
＜お話会３>日本や世界の昔話
折り紙教室と 1 ヶ月交替で
11 月８日(金)13 時 30 分～講師出口宏子さん 参加費 100 円(子ども無料)
<楽しい理科の実験 NO29 ラムネを作る>
ご希望の方は必ずご連絡を。
11 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)
<たくあん漬け講習会＞
白菜漬け等も参考になります。

鏡 3 枚をセロ 11 月中旬以降 10 時30分～ 共に簡単な食事をとります。
9 月 20日 万華鏡とあって大盛況
でした。チョコレートの筒を利用
して作りました。1826 年スコット
ランドで見つけ出されたもので、
木下章司さん、宮地さん、金澤さ
ポーチを作る

9 月 27 日 中浦敬子さんが黒の着物をほどいて、参 た。作ってみれば、ああなるほど！となるので
加者全員の材料と型紙を作ってきて下さいまし すが、先が見えない時は？と。皆さんがそれぞ
れ刺繍の部分を上手に表部分に使われて素敵
なポーチが出来上がりました。少しずつ針を持
つ手が慣れて来ました。2015 年秋くらいから
お世話に。色々な
物に挑戦する喜び
も味わっています。

参加費 500 円(昼食込) 講師 高橋佐知子さん、安井富子さん
漬けるところの実演。レシピを用意しています。

要筆記用具実際に
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ざいま
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した。
きなビー玉を。きれいなものを見て感動するのは
＊ いつもまるごと館を続けるために沢山
認知症の予防にもなると。出来上がった万華鏡で
の方々に助けていただいています。こ
季節によって変わる自然の営みを体感できそう
れはひとえに、人の集まる場の必要性
です。紅葉は特に。ありがとうございました。
を感じていらっしゃるからと思ってい
＜あんなこと・こんなこと＞
ます。お金とは関係ない所でのひとと
＊ アニーコンサートのために前日大福を
ひとの交わり、結びつきをこれからも
作りました。ワイワイ言いながら 2 歳
追い求めていきたいです。世の中はお
の怜亜ちゃ
の
金で振り回されて生きている人がなん
んも参加し
と多いことかと。
ました。毎回
これからは縮小社会について、考えて
＊
おやつは手
いけたらと思っています。大事にする
作りで頑張
ことは何か。(うえたに じゅんこ)
っています。

