(12 月 26 日)
●

人
が
集
ま
る
場
を

に、たっぷりと
歌いました。こ
れがおふたり
のコンサート
の醍醐味です。
これを期待
して参加して下

伊佐昭代さん

さる方々が結
構いらっし
野菜生産者の方々
アイオウのおふたり
ゃいます。
まるごと館掃除後に
2019 年まるごと館で
｢線路は続く
方々が亡くなられるということも経験しま で、元気に帰って行かれる姿を目撃しています。
昨年も沢山の方々にお世話になりました。
ライブで色々な想いを
よどこまでも｣
した。きっとまるごと館のことを見ていて下
野菜生産者の皆様。ここ数年の天候不順の中、 さると確信しています。いつかは誰もが経験
の替え歌｢老後
暑い日も寒い日も野菜を運んで下さってまるご する別れですが、今でも会いたいです。
は続くよいつま
と館は成り立っていますし、野菜を購入された
でも｣で盛り上
これからもまるごと館を大切に
多くの方々に喜んでいただいています。
がっていました。65
歳以上の割合は28,4%
楽譜入りで｢そんな町を｣
この10年で、
まるごと館で学んだことは｢お
講習会の講師の方々にも多方面から力をいただ 金｣でない、｢自分は、自分は｣ではない関係で
で4人に1人より多いのが
を温かい気持ちを胸
いています。それに しょうか。多くの方々の言葉だけではなく姿
今の現状。少しだけ
に抱きながら
伴って、まるごと館 勢から教えていただいて今があります。
紹介しますと、｢老
一緒に歌い
の取組みに参加し 更に、ひとが集まる場を追求していこうと
後は続くよいつま
ました。色
て下さる方も随分 思っています。今後ともいい関係を作ってい
でも 昔の話にゃ
んな人が生
増えています。
ことかかぬ
何度
きていける町。
けたら。これからもよろしくお願いします。
岡田佳美さん 「かけぬけたあな
まるごと館で知 <12 月にこんなことをしました>
聞いたと言われても
2015 年10 月野菜棚
り合った方々で新
たへ」は伊佐さんの同僚だった彼女が1 年
忘れ繰り返す ええやない
Ｉ/O(アイオウ)クリスマスコンサート
たな関係が作られるのは嬉しいです。まるごと 9 日 お忙しい中、伊佐昭代さんと岡田佳美 余りの闘病後、幼子を残し若くして亡くなられ、か・・・｣と。本当に楽しかった。
館があったから作られた関係はご近所の方々と さんのおふたりに来ていただき、クリスマ 追悼文や闘病の記録
も。助けていただいています。心強いです。
スコンサートを行ないました。毎年季節を から、ご自身で作詞
昨年にはまるごと館に深く関わって下さった 変えて、既に5 年目。おふたりは2009 年に 作曲されたもの。
『こ
I/O(アイオウ)を んな素晴らしい命の
結成、広く音楽活 輝きをいつまでも記
動をされ、単独で 憶に留めたい』と。
2020 年１月５日/121 号
も活躍されてい Happy Xmas(War Is
＜ 発 行 ＞ 八 幡 ま る ご と 館 / 八 幡 市 男 山 松 里 １２－２０
ます。毎年まるご Over)は1971 年、ジ 参加された方々
（TEL&FAX）０７５－９８３－３６６４(９時～17 時)
また今年も来て下さいます
と館で参加され ョンレノンが平和を求めて。アメリカは当時ベト
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net
伊佐さん岡田さんありがとうございまし
た方々が楽しん ナム戦争を。他にも歌われた曲から様々な気持ち
ホームページは http://marugotokan.net/
をいっぱい引き出して た。今年は4 月10 日(金)にどうぞよろしく
又は、八幡まるごと館で検索して下さい
お願い致します。前座でオカリナひまわり１
いただきました。
●
7 人での演奏を。平岡由利子さんの独奏と合
思いっきり歌いました
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
沢山の歌を用意して わせて7 曲を楽しんで演奏しました。舞台が
域サロン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。
下さっていて、希望を聞 狭くなって来ましたが、仲間が増えると嬉し
オカリナひまわり
聞いていただけるだけで励みになります。
かれ、10 曲以上も一緒 い。

オカリナひまわり
4 日 9 日のコンサートの

ゃいました。スーパーと違って地元でこの時期 かなと思います。地産地消で。この所
に穫れる物しかありません。それが良さ の天候不順には野菜も困っています。
八幡まるごと館 １月・２月の予定
＜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

前座を務めます。
今回は曲数が
少ないですが、
この日はリハー
サルでした。19 人が全員揃う
ことはあまりありませんが、
楽
しんで演奏して既に4 年半を

越え、ゆっくりですが、新しい曲にも挑戦してい ですが、この所まるごと館外でも。新しい参加者
ます。練習して発表する場があるのは嬉しいこと の方々と共に19 名でゆっくりと歩んでいます。
折り紙教室９
ていただきました。出口宏子
さんは学生時代のバイトで
寿鶴を作り、その頃より折り
紙のご経験が豊富とのこと
色々な折り紙を教えてい
ただき難しい時もありますが、
折り紙の奥
た
深さを感じています。今までは鶴まででし
6 日 寒いせいか参加者が少なかったです。
この日 たから。参加出来なかった方も一緒に、後
は来年の干支のネズミ、寿鶴、お祝い箸袋を教え に寿鶴を何度も作りました。
絵手紙講習会

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。
<絵手紙講習会>ちょっとゆったりしませんか。この日、展示用の色紙を配られます
１月８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２月 12 日(水)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
＜パソコン教室＞
基本的には毎週月曜日 10 時～12 時です
1 月 13 日(月)10 時～12 時 講師 吉田恒夫さん 1 月 20 日、27 日 パソコンを持
って来て下さい。費用 300 円(コーヒーつき)２月は３日 10 日 17 日 24 日の予定
＜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
1 月 20 日(月)13 時～ 参加費100 円
27 日(月) 新たにコンサート演奏曲を決めます
＜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
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)
<折り紙教室 第９回>
どうぞお楽しみに。
２月未定(金)13 時 30 分～ 講師 出口宏子さん 参加費材料代は 100 円

＜味噌作り講習会＞
11 日 今年最後の講習会。参加者の独特の描き方
がこの教室の特徴ではないかと思います。皆さん
が独自の道を。だから、講師の森本玲子さんは指
導するのが難しいのではないかと。文化センタ―
ミニギャラリー展示は今年4 月になりました。ま
しめ縄講習会

21 日 小澤延之さんに教えていただくようにな
って6 年目。年末に一度作るだけなので、中々身
につきません。しめ縄はもち米の稲わらに紙垂、
裏白、ゆずり葉、橙を飾り付けます。それぞれに
26 日
最終野菜市
この日が年内最後の野菜販
売日でしたが、雨がパラパラ
と寒い中あまりお客さんが
来られませんでした。いつも
通り棚に置いてから買いに
来られる方が随分いらっし

２月下旬 10 時～13 時 30 分 講師
参加費 600 円(昼食を共にします)

た色紙の課題が
ありますから、
悩ましくても楽
しくもある時が
待っていますね。
意味があ
ると話さ
れました。
しめ縄の
｢しめ｣と
は｢神様の
占める場所｣という意味合いがあって、｢その内
側が清らかな場所となり、魔物除けにもなる｣と
ネットから。小澤さんは雪深い故郷の長野のお
話を。わら草履等、お馴染みだったようです。
を、

安井富子さん

高橋佐知子さん

5 月 17 日(日)春のまるごと市 9 時～
1 月 19 日（日）新春餅つき会 10 時～
6 月ぬか床講習会、ジャズコンサート
2 月味噌作り講習会
10 月 18 日(日)秋のまるごと市 9 時～
4 月街道をゆく
11 月沢庵講習会
4 月 10 日(金)Ｉ/O コンサート 13 時 30 分 12 月クリスマスコンサート

＜あんなこと・こんなこと＞
＊ 新しい年が始まりました。昨年は自然界か
写真はクリスマ
ら社会の中まで色々なことが起こりまし
スコンサートの
た。このまま突き進んで行けば、孫が生き
前日、みかん大
ていく時にはどうなるかと。自分たちで出
福を作っている
来ることは率先してやっていけたらと思い
様子です。美味
ます。｢老後は続くよいつまでも｣ではない
しいみかんを頂
ですが、助け合える関係を築き歩みませんか。
き
きましたの＊ 今年度の予定遅くなりました。まだ具体的
で、それを になっていないことが多いです。絵画展も
中に。沢山 この所やっていませんが、ご希望の方がい
参加して下 らっしゃいましたら、ご連絡を。
さって短時 ＊ 新年早々から小さい字で申し訳ありませ
ん。筆者も苦労していますのに。今年もよ
間で出来ま
した。有難うございました。もう数年前からコン ろしくお願いいたします。
(うえたに じゅんこ)
サ―トのお菓子はこのようにして作ることに。

