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重さの 3 倍以上は ょっとだけ｣や｢だんだ
んお母さんになってゆ
ホームページは http://marugotokan.net/
必要だと思います。
く｣を味わい深く読んで
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
水があがるように 下さった出口宏子さん。その後は子どもたち もにとってそのことには意味があると。宏子
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が大好きという｢くらーいくらーい｣やイラン さんは本や図書館の持つ力を、お若い頃や図
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
半分に切って の民話｢マメ子と魔物｣を。参加者から最後に 書館時代の体験から話されて説得力がありま
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 2，3 日干しまし 魔物がカマドで焼かれる部分の話が出され、 した。生きてゆく力、自分を解放してくれる
た。高橋さんはわ 民話には穏やかに終わる話は余りない、子ど 力など頷いて聞いていました。
く丁

絵手紙講習会

11 月 13 日 この日はパステル画でした。1 年前に
一度経験しましたが、慣れないもので余り描いたも
のがはっきりと表現出来なかったかなあと思いま
す。欠席の方が普段より多かったですが、森本玲子
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さん大変だっ
たと思いま
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で。この作品
は来年4 月文
化センターミニ
ギャラリーで展
示されます。どう
ぞお越し下さい。
さい

ヘクソカズラ、琉球雀瓜、センダン、カラス やツルを持って来て下さって取り組めた講習
ウリ、野ぶどう等を使って、皆さんがそれぞ 会です。男山八幡には木の実が豊富にありま
れの持ち味のリースを。何人もの方が木の実 す。限られた誌面なので作品を１つ表面に。
八幡まるごと館 12 月・1 月の予定
休館 12 月27 日(金)～新年1 月７日(火)
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です

12 月２日(月)10 時～12 時
講師 吉田恒夫さん ９日、16 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 2020 年１月 13 日、20 日、27 日の予定です。
＜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
12 月２日(水)13 時～ 参加費100 円 ４(水)、９(月)、16 日(月)
<折り紙教室 第９回>
どうぞお楽しみに。お正月関連折り紙
12 月６日(金)13 時 30 分～ 講師 出口宏子さん 参加費材料代は 100 円
< I/O(アイオウ)クリスマスコンサート> 一緒に歌いませんか
12 月 9 日(月)13 時 30 分～ 伊佐昭代さんと岡田佳美さんのデュオ。曲については
㎞進むと。元の初代皇帝のフビライ・ハーン(チ 後日お知らせ致します。参加者も思いっきり歌える場面がありますので、お楽しみ
に。前座でまるごと館オカリナクラブひまわりがクリスマスの歌等を演奏します。
ンギス・ハーンの孫)は日本に 6 回の使節団を送 参加費 500 円(コーヒー他ついています) どうぞお越しください。
り、服属を迫った。日本のことはマルコポーロの <絵手紙講習会>ちょっとゆったりしませんか。パステルまだの方は 12 月にどうぞ。
東方見聞録から興味を持ったらしい。豊な国だと。 12 月 11 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
元が日本を２度にわたり、攻めてきた。日本はひ 玲子さん 参加費 400 円(コーヒーつき) 次回は 2020 年１月８日(水)です

11月14日 出口修さんは来られると直ぐにユー
ラシア大陸とアフリカ大陸の図を書かれました。
チンギス・ハーンがモンゴル帝国を作り上げ、そ
の後継者がさらにポーランドやハンガリー、朝鮮
では高麗を攻め、さらに帝国を巨大化へと、地図
を使って説明され、騎馬民族だから1 日馬で100 たすら神頼み八幡大菩薩に異国退散を祈願した。
、レモン汁、水でラムネを作りました。
楽しい理科の実験 29 ラムネ
レモン汁が多すぎると中々固まりませ
ん。
木下さんはお家
ん
で何度も試され、
ま
11 月 22 日 木下章司さん、宮地さん、金澤さん
にお世話になってラムネとサイダーを作りました
1853 年ペリーの黒船
が炭酸レモネードを
日本に持ち込
んだのが炭酸
飲料の初めだ
そうです。最初
にクエン酸、重曹、粉砂糖、コーンスターチ
サンタさん
11月20日 司馬信子さ
んが布から全て準備し
て下さって今年2回目の

るごと館
へ。今回で29 回目。色々苦
心していただいて
います。あのサイ
ダーの爽快
感はクエン
酸と重曹の
出会いで化学変化が。
二酸化炭素の泡が出て熱が下がることから。
マット作り

<しめ縄飾り講習会>

12 月21 日(土) 前後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(木)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。
＜まるごと館開き> この日午後 1 時 30 分より絵手紙講習会です
１月 8 日(水)９時～新しい 2020 年の始まりです。野菜販売も通常通りです。

＜歴史を学ぶ 新八幡の歴史 NO18>
１月９日(木)13 時 30 分～ 講師出口修さん 参加費 100 円
月 1 回です
＜新春餅つき会＞ 多くの方のご参加お待ちしています
1 月 19 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)

<楽しい理科の実験 NO30 パタリン鳥>
ご希望の方は必ずご連絡を。
１月 24 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)
＜お話会４>日本や世界の昔話
折り紙教室と 1 ヶ月交替で

11月27日 久し振
１月 31 日(金)13 時 30 分～講師出口宏子さん 参加費 100 円(子ども無料)
りの講習会。森本玲
＜あんなこと・こんなこと＞
た。そして、皆さんと共にどこか何かがあっ
子さんに教えてい
＊ 多くの方と共に歩んだまるごと館ももう たとしても、気持ちは健康で歩めますように。
サンタさん。とても細かい所まで気にかけて取り組 ただきました。夏でも冬でも使えるのでまるごと
師走。本当にお世話になり、力をいただい ＊ 楽しいクリスマスコンサート伊佐さんと岡田
むパッチワーク。参加者の方はそれを数日で完成‼ 館では既に何回も。お家で続きが出来たかな？
たり、教えていただいたり、そればかりで
さんです。声をだして歌いませんか。どうぞ
り リース作り
11 月 29・３０日 木 んぐり、楓、メタセコイア、シャリンバイ、唐ネズミ した。まるごと館があって知り合えた方々
お越し下さい。まだ早いですが、良いお年を
の実のリースを作りました。松ぼっくり、ど モチ、ピラカンサ、ナンキンハゼ、ヤシャブシ、柊
に感謝しています。ありがとうございまし
お迎えください。
(うえたに じゅんこ)
た

