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通信 ：vol １１２号

雪遊び：「もてなし家」前広場

発行：平成２６年１月２４日

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房
◆アオーレ長岡で和島フェア開催！

◆つるし雛教室作品展

---昨年に引き続いて長岡市内２ヵ所で展示致します--１、和らぎ家会場
生徒さんが５ヵ月間一針一針丹精込めて作った８０点の
つるし雛がギャラリーいっぱいに展示されます。
・期間：２月１５日（土）～２月２３日（日） 休館日：１８日（火）
・時間：午前１０時～午後４時 ・問合せ先：和らぎ家☎０２５８-４１-８９００

２、ホテルニューオータニ長岡会場
昨年長岡市の中心街で初のお披露目をして「長岡ひなものがたり」
回遊コースのニュースポットとして話題を集めました。
今年は小国和紙さんとのコラボ展示となりますのでご期待下さい。
タイトル 第２回「大人のひな祭り」 / つるし雛と和紙の灯
・期間：２月２８日（金）～３月９日（日）
・時間：午前１０時～午後４時
・問合せ先：㈱エイブルプロモーション
☎０９０-２２１７-６２３２ 担当：くすみ

和らぎ家会場
写真は前年度の展示風景

ホテルニューオータニ長岡会場

◇迫力の文字に圧倒！ ---小黒哲也書初め展---

◇まゆ玉飾り体験賑わう！

今年で４回目となる和島出身の書道家小黒哲也さん（現在県
立安塚高校教諭）の書初め展が「和らぎ家」で開催されました。
今回のテーマは作者の緊張と緩和による効果的な紙面空間を
目指したいと言う思いを込めた「疎密」でした。
大作を含め紙面を縦横無尽に使った迫力のある作品群に驚嘆
の声が聞かれました。
小黒さんは表具も自身で制作され
ますのでギャラリーのスペースに
ぴったりの展示でとても観賞
しやすいとの評価も頂きました。

１月１２日「和らぎ家」で地域に残る「まゆ玉飾り」体験
が行われました。
今年で１０回目となる体験会には大人から子供まで
約４０名の参加があり、ミズキの枝にサイコロ状の餅を
挿したり、縁起物の飾りを結んで自分だけのまゆ玉飾り
が完成。指導員の小林博さんから「まゆ玉（舞玉とも言
う）」の由来などの説明を受けた後、参加者全員にお汁
粉が振舞われました。
完成した枝はそれぞれ自宅に持ち帰り、神棚の近くに
飾ります。

楽しいまゆ玉飾りとお汁粉

◆第２３回 良寛の里美術館書初め展
和島小学校、北辰中学校の全生徒
さんと一般の部の作品を展示します。
期間：２月１日（土）～２月２８日（金）
（期間中休館日なし、２８日は午前中のみ）

時間：９時～１７時
入館料：無料
問合せ先：良寛の里美術館
☎０２５８－７４－３７００

《良寛の里美術館ガイド》
開館時間：午前９時～午後５時
☎０２５８－７４－３７００
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、まりつきができ、紙芝居のある
体験室、茶室（別棟・指月亭）のある美術館です。
◇館蔵作品展示
【良寛をめぐる文人・書家・研究家展 】

・期間：１月４日（土）～３月３１日（月）

《和らぎ家体験教室紹介》

主催：和島フェア実行委員会
会場：アオーレ長岡三階市民交流ホールＢ,Ｃ
期日：３月８日（土）～９日（日）
時間：午前１１時～午後３時
問合せ先：長岡市和島支所産業建設課
☎０２５８－７４－３１１４
主な内容
１、越後線全線開通１００周年記念
紹介コーナー
①越後鉄道（越後線の前身）の創始者久須美
父子顕彰ＤＶＤ「郷土の鉄道王」放映
②越後鉄道唱歌復刻ＣＤ紹介・販売
③久須美父子関連石碑拓本展
④記念講演「越後線と久須美父子」
⑤鉄道模型運転・・・萬代鉄道模型愛好会
２、和島の新しい魅力紹介コーナー
①和島の観光ＰＲコーナー（パネル展示）
道の駅良寛の里わしま
はちすば通り、六夜祭りと弓踊り
妙法寺と村岡城址、住雲園
和島オートキャンプ場
和島トゥー・ル・モンド
②和島オートキャンプ場ＰＲコーナー
アウトドアグッズ展示、木工体験
③和島特産品ＰＲコーナー
・ガンジー牛乳製品販売
ガンジープレミアム牛乳試飲
・だんご汁ふるまい（限定５０食/日）
・長岡市うまい米コンテスト２０１３
団体最優秀賞受賞コシヒカリ販売
（和島中沢うん米もんの会）
④道の駅ＰＲコーナー
・つるし雛展示
⑤花街道わしま活動紹介コーナー
・雪割草展示販売（和島山野草の会）
・花いっぱいフェア2013サテライト会場
イベント紹介ＤＶＤ放映
・花街道わしま活動パネル展示
⑥アトラクション
まってるよ！
・スコップ三味線
・縁竹縄ライブ（鉄道唱歌など）
・わし麻呂くん（和島観光大使）

美術館でデジカメ教室！

毎回撮影場所や被写体を変えながら講師の坂田さんの指導で撮影会を
開催しています。生徒数は１８名で和気あいあいの中で技術の向上に励
んでおり、１２月には初の作品展も開催しました。
１月の教室では菊盛記念美術館でロダンや高村
光太郎、舟越保武、朝倉響子など超一流の作家
１５人の作品２７点を被写体に力の入った撮影会
となり、成果発表会が待たれるところです。

第８回 良寛さまクイズ

出題：良寛の里美術館

クイズ締切日：平成２６年３月３０日（日）

・本用紙に解答を記載の上、美術館まで 持参してください。正解した方には良寛の里美術館・菊盛記念美術館の
無料見学と粗品を進呈します。

《設 問》 左の（問）に該当するものを右の（答）中から選んで線で結んで下さい。
（問）
（答）
a. 私の父親の名前は？
・
・ 貞心尼
・ 左 一
b.私と親しい尼さんの名前は？
・
・ 以 南
・ 出雲崎町
c.「はちすば通り」はどこにありますか
・
・ 旧和島村

熊谷幸太郎作

《良寛と童》

お楽しみ昼食付き

イベント・体験教室案内

会場及び申し込み先：和らぎ家 TEL ０２５８－４１－８９００

★２月
※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
○韓国語教室※本教室のみ会場は「もてなし家」となります。 19時30分～20時50分 月３回火曜日の夜間に開催しています
・開催日：４日、１８日、２５日
◎簡単な読み書きができる方募集しています
・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）
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
○表具作り教室
・開催日：８日、２２日
・参加費：１回１３００円（お楽しみ昼食付・材料費別）
・指導員：五十嵐賢一
・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）
・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：１３日、２７日
・指導員：認定講師・石橋ひろ子
・参加費：１回１２００～１５００円（お楽しみ昼食付）
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○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）
○初めての生け花教室
２０日（木）10～12時 生け花に挑戦！初めての方歓迎
・指導員：認定講師・由井裕子
・参加費：１３００円（お楽しみ昼食付）＋花材費
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・持参品：花バサミ
○初めてのお茶作法教室
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
・指導員：近藤光子
・参加費：１６００円（お楽しみ昼食付、お茶＋お菓子代含む）
・定員：１０名（事前予約・先着順）
・持参品：あれば（袱紗ふくさ、懐紙）
○押し花教室
２２日（土）10～14時 毎月第４土曜日に開催しています
・指導員：インストラクター・小林静枝
・参加費：１４００円～（昼食付）+材料費別
・持参品：ハサミ、ピンセット、筆記用具
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○フラワーアレンジメント教室
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?
・指導員：認定講師・永塚玲子
・参加費：１２００円（ケーキセット付）＋花材費１５００～２０００円
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・持参品：花バサミ
○ちぎり絵教室
２８日（金）10～14時 和紙を貼るだけで素敵な作品ができます
・指導員：荒木房子
・参加費：１２００～１５００円（昼食付） 材料費別
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・持参品：はさみ、ピンセット、鉛筆、手拭き用おしぼり
○デジカメ教室 ・指導員：坂田広次
８日（土）1３～1５時 大人のためのデジカメ教室「撮り人界（とりびとかい）」
・定員：２０名（事前予約・先着順）
・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・指導員：早川とみ子

・定員：１２名（事前予約・先着順）
○手編み教室 ・指導員：認定講師・清水シゲ子
・開催日：水曜組１２日、２６日・月曜組２４日
○つるしびな作り教室 ・指導員：清水シゲ子

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
○簡単体操ピラティス

開催日
４日,１１日,１８日
７日
８日
８日,２２日
２１日
１９日
１３日,２７日
１４日
６日,１７日
水曜組１２日
月曜組１０日,２４日
２０日
２２日
２７日
２８日
９日,３０日

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）
午前の部：１０～１１時、午後の部：１３時３０分～１４時３０分
・参加費：１回１３００円（喫茶セット付）
簡単体操ピラティスで姿勢改善
・持参品：ヨガマット、汗ふき用タオル
10～14時 月曜組と水曜組で月２回コース
１０～１４時

打ちたてのそばを
お召し上がりください

セット

５００円

《やきもち焼きだんご》

３００円

《ぜんざい》

３００円

《米粉シフォンケーキ》

２００円

《八海山のあまさけ

２００円

◇ストック

色香も良く長持ちします
◇和島産コシヒカリ
和島は長岡市うまい米
コンテストで常に上位入賞。

１個
８００
円

春ラベル」発売！

ブドウ糖やビタミンなど豊富な栄養素で構成される甘酒は、女性を中心に滋養強壮
や美容のためにと販売数量が伸びています。寒い時期に温めるだけでなく、受験生
の勉強中の糖分補給や、桃の節句、お花見のおともにお勧めいたします。

販売期間：２月初旬～３月末

㈱八海山

温/冷》

３００円

和らぎ家 限定
《ガンジーコロネソフト》
アツアツの米粉コロネパンに
人気抜群のガンジーソフト
とのコラボは
マスコミでも
人気の的！

４８０円

（地方発送承ります）

◆「麹だけでつくったあまさけ

ノンアルコールですので、
お子様や酒粕の苦手な方
にもお楽しみいただけます
・ボトル（８２５ｇ） ８４０円
・冷やし/ホット ２００円

《ガンジーミルク

５ｋｇ ２,２５０円

そば粉は常時販売しています
（１ｋｇ １,３００円）

（２００ｇ）

◇冬野菜
人気のアスパラ菜や
春の訪れを告げる
ふきのとうが出ます。
◇乾燥野菜

《メニュー》
・天ざるそば
・ざるそば
・山菜
・月見そば

長岡産花梨のエキスを美味し
いフルーツシロップにしました。
ホットミルクに混ぜたり、お湯で
溶かしたりしてお飲み下さい。

締切ました

・・通年営業・・
安価な新鮮野菜 農家さんの
真心をおとどけします！

１０時～１２時（材料無くなり次第終了）

●冬は花梨シロップの出番！

温/

長岡産・出雲崎産

日時：２月２３日（日）

花梨（かりん）のシロップ

（税込）

《だんご汁と良寛むすび》

《もてなし家農産物直売所》

◇もてなし家手打ちそばの日

樹上完熟

（税込）

和らぎ家
道の駅良寛の里わしまの
人気ナンバーワン！

10月から２月までの５回コースです

・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付・材料費別）
・持参品：裁縫道具一式、目打ち、ボンド

ガンジーソフトクリームは
原材料高騰や消費税増
税等の影響を受け４月１
日より価格改定をお願い
することになりました。

改訂
３８０円

もてなし家

・参加費：１回1３００円（お楽しみ昼食付）

◇お知らせ

現状
３５０円

喫茶・お食事

写真が好きな方、きれいに撮りたい方おいでください

・定員：１５名（事前予約・先着順）

☆３月（変更する場合がありますので事前確認願います）

ゆったり

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
・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：１３００～１５００円（昼食付）
○簡単体操ピラティス 開催日：２日（日）、１６日（日）
・指導員：早川智香（ＰＨＩピラティスマットの資格有）

１組め１日（土）、２組め６日（木）
・各定員：２０名（事前予約・先着順）

ゆっくり

◇ギフト用箱入りの販売を開
始しましたのでご用命ください。
・あまさけ２本セット １,７７０円
・あまさけ３本セット ２,６２０円
（箱代込・地方発送の場合
別途 送料）

２月の休館日
＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
＊もてなし家
＊和らぎ家

無休

： ３日（月）

： ３日（月）,４日（火）,１８日（火）
２５日（火）
※和らぎ家閉館時刻の変更
午後４時３０分を
午後４時とします。
（３月３１日まで）

