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９周年イベント

地域交流センターもてなし家 オープン
ｗ

６月１６日

（日）午前１０時～午後３時
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主催：NPO法人和島夢来考房 協賛：長岡市、和島観光協会 会場：もてなし家 ☎０２５８－４１-８１１０
◆地元野菜 直売 ・・・午前 ９ 時～

◆交流物産販売
△道の駅Ｒ２９０とちお《は～もに～》
：あぶらげ、おかし等
△西山製菓（寺泊）：おやき、饅頭等
△大沼もち加工組合（中之島）：笹だんご、大福等
△小国特産品生産組合（小国）
：ぎんなんアイス、焼そば、たこ焼き等
△中長鋸製販（三島）：鋸、鎌、包丁、小刀等
△遊工房（出雲崎町）：小盆栽、いぶし竹花器
△長岡市障害者共同販売ネットワーク
：パン、クッキー等
△マツイ（分水）：燕産家庭用品

◆アトラクション ・・・・午前１０時～ （雨天中止）
①スコップ三味線『チーム良寛・和島』 午前１０時～
②よさこいソーラン１０チーム
午前１０時３０分～
③太鼓 ３チーム
午後 １時～
アトラクションにはすっかりおなじみになった
各チームが楽しく演じてくれます！

今年は越後線全線開通１００周年に
当たります。越後線（開業当初は越後
鉄道）と弥彦線は和島生まれの久須美
秀三郎・東馬父子が私財を投げ打って
建設し、ふる里の発展に尽力したもの
です。
和島地域では１００周年を記念して久
須美父子の顕彰事業を展開しています。
事業内容
１、久須美家と住雲園、越後線今昔の
写真・パネル展
４月６～７日 会場：アオーレ長岡
主催：和島観光協会
２、妙法寺しだれ桜と信昭公まつり
越後鉄道唱歌復刻版ＣＤ制作
４月２１日
会場：妙法寺
主催：村岡城址を守る会
３、たけのこ掘り体験ツアー
５月１１日
会場：住雲園
たけのこの出が遅れていた為中止
４、たけのこまつり
５月１２日
会場：もてなし家
主催：ＮＰＯ法人和島夢来考房
５、竹灯篭点火と朗読ライブツアー
６月２２日
会場：はちすば通り
主催：和島朗読ライブ実行委員会
６、ふるさとわしままつり
８月１５日
会場：もてなし家
主催：ふるさとわしままつり実行委員会

８月１6日

会場：はちすば通り

主催：ふるさとわしままつり実行委員会
７、１００周年記念園遊会
９月２１日 会場：住雲園

８、郷土の鉄道王

日頃のご愛顧に感謝を込めて！
（開始前に整理券配布します。無くなり次第終了）

◆もちつきとふるまい
午後２時頃～

わし麻呂くん

◆だんご汁ふるまい
午後２時半頃～
※もてなし家名物の
だんご汁を味わってください

スコップ三味線は和島の人気バンド

～越後鉄道の創始者久須美父子～
ＤＶＤ制作発表と拓本展
（同時開催：鉄道模型運転会）
１１月の予定 会場：和らぎ家

◆ペットボトルの
風車作り体験

◆金魚すくい
出店：長岡らんちゅう会 午前１０時～
金魚（らんちゅう）は中々素早いよ。
君は何匹つかまえられるかな？

五月晴れの中、たけのこまつり（５月１２日）一日中賑わう！
◇たけのこ３００本完売も、昨年の半分に終わる
開店前から多くのお客様に来ていただきましたが、肝心のたけのこが集まらずご迷惑を
おかけしました。関係者による必死のたけのこ探しを続けて断続的に販売を再開しました
が即完売と言う状況。今年は昨年の豊作の裏年と、気温が低いという悪条件が重なり結
局集まったたけのこは約３００本にとどまりました。

ザリガニも
出てくるかな？

来年は豊作を願って
います。
たけのこまつりには
ぜひお出で下さい

◇５年ぶりに白煙をあげて走るミニ蒸気機関車に歓声！
越後線全線開通１００周年を記念して、佐藤昭一さん（和島・東保内）のご厚意によりミニ
蒸気機関車をお借りし会場で走行しました。
きしゃぽっぽに乗った子どもたちは大喜び、また、蒸気機関車を初めて見たという人、石
炭の燃える匂いを懐かしむ人などで話題のつきない１日でした。

《良寛の里美術館ガイド》

☎０２５８－７４－３７００

開館時間：午前９時～午後５時
入館料：大人５００円、小人３００円
ゆったりとした展示室、丁寧なガイド、和島・島崎における良寛や貞心尼の
紹介ビデオルームと 習字や折り紙、まりつき、紙芝居の体験室、
茶室（別棟・指月亭）のある美術館です。

◆ 入館者抹茶無料サービス実施中
（期間：４月～１１月まで日曜・祝日のみ）
※但し、無料入場券持参の方や入場券なしの
方は美術館受付または茶室で
お茶券（３００円）を購入願います。
茶室・指月亭

◇企画展
テーマ【晩年の良寛を偲ぶ展】
期間：６月５日（水）～７月２２日（月）
島崎時代の良寛の書は研ぎ澄まされた孤高 の
精神から生み出されたものと言われています。
所蔵家より借用したものを中心に展示ますので、
晩年の良寛を偲び、書を堪能下さい。

抹茶サービスは７人
のボランティアのみな
さんによって行われて
います

たけのこは何処？
私はしっかりゲット！
出発進行！Ｃ６２型機関車
佐藤昭一さんが平成２年に完成させたミニＳＬ

お楽しみ昼食付き

イベント・体験教室案内

★６月

会場及び申し込み先：和らぎ家 TEL ０２５８－４１－８９００

道の駅でゆっくり

夏メニュー

※都合により変更することがありますので事前にお問い合わせください

19時30分～21時50分 月３回火曜日の夜間に開催しています
○韓国語教室 ※本教室のみ会場は「もてなし家」となります
◎簡単な読み書きができる方募集しています
・開催日：４日、１１日、１８日
・指導員：長岡市まちの先生・柳 昌雲
・参加費：１カ月４０００円（ケーキセット付・テキスト代別）
○表具作り教室
10～14時
毎月第２、第４土曜日開催。今静かなブームの表具作り
・参加費：１回１３００円（お楽しみ昼食付・材料費別）
・開催日：８日、２２日
・指導員：五十嵐賢一（長岡市）
・持参品：タオル１本、洗濯バサミ１本、霧吹き１個、表具にしたい作品
○歌って♪脳トレ教室 開催日：５日、１９日
10～11時30分 新たに午後の部募集しています！ １３：３０～１５：００
・指導員：音楽療法士・佐々木理江子
・参加費：１０００円（講師料＋ケーキセット）
午前の部募集締切ました
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・対象：５０歳以上の方で性別は問いません
２１日（金）10～14時 毎月第３金曜日開催となります。
○水墨画教室
・指導員：大矢幸二
・参加費：１３００円（お楽しみ昼食付）
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・持参品：習字用大筆１本、ふきん、下敷き
10～12時 ルーシーダットン：動けばわかる、続けると変わる
○タイ式ヨガ教室 開催日：３日（月）、２７日（木）
・指導員：認定講師・石橋ひろ子
・参加費：１２００～１５００円（お楽しみ昼食付）
・定員：１５名（事前予約・先着順）
※３日（月）は午後１時開始です
○パッチワーク教室
・指導員：和島コットンクラブ
１４日（金）10～14時 今月は自由作品作り。 初心者歓迎！
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・持参品：作りたい品物の布、裁縫道具、定規、鉛筆
・参加費：1０００～１３００円（昼食付）材料費別
材料の無い方は用意しますので事前にお知らせください（有料）
○手編み教室 ・指導員：認定講師・清水シゲ子
10～14時 月曜組と水曜組で月２回コース
・開催日：月曜組２４日
・参加費：1３００円（お楽しみ昼食付）
募集締切ました
水曜組１２日、２６日

○初めての生け花教室
・指導員：認定講師・由井裕子
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○初めてのお茶作法教室
・指導員：近藤光子
・定員：１０名（事前予約・先着順）
○押し花教室
・指導員：インストラクター・小林静枝

２０日（木）10～12時 生け花に挑戦！初めての方歓迎
・参加費：１３００円（お楽しみ昼食付＋花材費１０００円）
・持参品：花バサミ
７日（金）10～14時 お茶の作法は難しそうでちょっと・・・という方歓迎
・参加費：１６００円（お楽しみ昼食付、お茶＋お菓子代含む）
・持参品：あれば（袱紗ふくさ、懐紙）
２２日（土）10～12時 毎月第４土曜日に開催しています
・持参品：ハサミ、ピンセット

・定員：１５名（事前予約・先着順）

・参加費：１４００円（昼食付：おむすび＋だんご汁）+材料費別
２７日（木）13時30分～15時30分
季節の花をアレンジしてみませんか?

○フラワーアレンジメント教室
・指導員：認定講師・永塚玲子
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○ちぎり絵教室
・指導員：荒木房子
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○デジカメ教室 ・指導員：坂田広次
・定員：２０名（事前予約・先着順）

・参加費：１２００円（ケーキセット付）＋花材費１５００～２０００円
・持参品：花バサミ
２８日（金）10～14時 和紙を貼るだけで素敵な作品ができます
・参加費：１２００～１５００円（昼食付） 材料費別
・持参品：はさみ、ピンセット、鉛筆、手拭き用おしぼり
８日（土）13～1６時 大人のためのデジカメ教室「撮り人界（とりびとかい）」
・持参品：デジタルカメラ（コンパクト、一眼レフ問いません）

・参加費：１０００円（ケーキセット代含む）
○古布リメイク教室

写真が好きな方、きれいに撮りたい方おいでください
１７日（月）10～14時 タンスに眠っている布をリメイクしましょう

・定員：１５名（事前予約・先着順）

・持参品：材料（古布）、鉛筆、ハサミ、古カレンダーまたは新聞紙

・参加費：１０００～１５００円（昼食付）

○布ぞうりつくり教室 ・指導員：清水シゲ子
・定員：１０名（事前予約・先着順）
・参加費：１５００円（お楽しみ昼食代含む）

☆７月（変更する場合がありますので事前確認願います）
イベント・体験・教室名
○韓国語教室
○初めてのお茶教室
○デジカメ教室
○表具作り教室
○水墨画教室
○歌って♪脳トレ教室
○タイ式ヨガ教室
○パッチワーク教室
○古布リメイク教室
○手編み教室
○初めての生け花教室
○押し花教室
○フラワーアレンジメント教室
○ちぎり絵教室

開催日
９日,２３日,３０日
５日
１３日
１３日,２７日
１９日
３日,１７
１１日,２５日
１２日
２９日
水曜組１０日,２４日
月曜組 ８日,２２日
１８日
２７日
２５日
２６日

午前９時～午後４時３０分

ズッキーニ、ニンニク、ブロッコリー、さ
やえんどう、玉ねぎ、新ジャガ、ニンジ
ン、ピーマン、ホウレンソウ、チンゲン
菜、ニラなど春夏野菜と梅干し用の梅
が出そろいます

もてなし家
《冷やしぶっかけ
そば/うどん》

６７０円
冷たい麺に冷たいつゆを
たっぷりかけました。
大根おろし、梅肉、山菜で
さっぱりとお召し上がり下さい。

和らぎ家

サラダうどん ６５０円
つゆが
美味しいと
評判です

冷やし中華 ７００円

ガンジー
コロネ
ソフト
４８０円

古布の無い方は用意しますので事前にお知らせ下さい（有料）

６日（木）10～14時 作って楽しく、履いて爽快の人気教室が再開しました
・持参品：木綿糸、針、はさみ
木綿布（古いゆかた、シーツなど）を裂いたもの（幅７～８ｃｍ×長さ２ｍ）１８本位

《和らぎ家ギャラリー》
◇わしま良寛歌碑・石碑拓本展

◇第１７回 ＮＨＫ

主催：和島観光協会
共催：長岡市
協力：与板拓遊会、和らぎ家表具教室
会期：６月１日（土）～３０日（日）
時間：午前９時
～午後４時３０分
休館日：火曜日
内容： 良寛が晩年を過ごし
た和島地域に数多くある
良寛歌碑や石碑の拓本
３３点を展示します。
書とは違った味わいのあ
る拓本の世界を是非お楽
しみください。
椿の森 良寛歌碑

◆無料レンタサイクル！

《農産物直売所》

もてなし家１０時～１５時
和らぎ家 １０時～１５時

良寛と貞心尼出逢いの地「はちすば通
り」散策や和島地域の名所探訪に無料
レンタサイクルをご利用下さい。
「わしまサイクリングマップ」をご用意し
ています。
申込先：もてなし家
☎０２５８－４１－８１１０

わたしの尾瀬写真展・長岡展

村岡城址
碑

主催：「ＮＨＫわたしの尾瀬」実行委員会
（ＮＨＫ新潟・前橋・福島放送局）
共催：長岡市
会期：７月１７日（水）
～２５日（木）
時間：午前９時
～午後４時３０分
休館日：無し
内容：フォトコンテスト
入賞作品５０点と尾瀬
の自然保護に関する
パネル展。
風景の部金賞「燃え上がる朝」

◇大矢幸二水墨画教室
小国芸術村会館で交流展
～地域と人を結ぶ交流展～
主催：長岡市小国地域ふるさと創生
基金事業実行委員会
会期：５月１８日～６月３０日
毎週土・日曜日のみ開館
時間：午前１０時～午後５時
会場：小国芸術村会館（小国町山野田）
内容：小国、長岡、栃尾、川口、和島
地域、見附市の６地域の芸術
家と教室の生徒さんの作品を展
示。

６月の休館日
＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
：無休
（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家
：３日（月）
（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家
（開館時間：９時
～１６時３０分）

： ４日（火）、１１日（火）
１８日（火）、２５日（火）

