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第１回和島フェア

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

～和島を学ぼう～

にぎわう！ であいとふれあいの二日間

和らぎ家会場

３/８・９アオーレ長岡市民ホールで第１回和島フェアが開催されました。和島地域は長岡市と合併して８年になりますが、多
くの人に和島を知って、和島に来ていただくことが何よりの地域の活性化につながると考えてフェアを企画しました。
内容は越後線（旧越後鉄道）全線開通１００周年にあたり、創設者で郷土の偉人「久須美父子」の偉業を思い起し、顕彰す
ることを目的に昨年１年間行ってきた様々な活動の集大成紹介コーナーと和島地域の新しい魅力をたっぷり紹介するコー
ナーとで構成しました。
１００周年記念事業として越後鉄道唱歌（作詞・田村文吉）の復刻とＣＤの製作・販売、久須美父子の業績を振り返ったＤＶ
Ｄの制作と関連石碑の拓本などを行ってきました。会期中には「越後線と久須美父子」と題して行われた羽鳥和島公民館長
の講演を通して市民の皆様に父子の業績の偉大さを知っていただけたと思います。（講演内容はケーブルテレビで放映されます）
和島の魅力紹介では、妙法寺、和島オートキャンプ場、和島トゥー・ル・モンド、雪割草、だんご汁、ガンジー牛乳、おこわ団
子、乾燥野菜、和島中沢米（長岡市美味しい米コンテスト最優秀賞受賞）などをパネルやパンフレット、ＤＶＤ、商品販売、ふ
るまい等で紹介しました。おかげさまで二日間で約９００人の来場があり、盛況の内に終了することができました。今回のフェ
アを契機にまだまだ魅力いっぱいの和島をアピールする活動を推進して行きます。
和島フェア実行委員長 山田 勝

美・音・食のシンフォニア 2nd

「わしまワンダーランド」プロジェクト

３/８～９菊盛記念美術館に於いて和島トゥー・ル・モンドと道の駅良寛
の里わしまの共催でチェロとピアノの演奏会が二日間で６０名のお客様
を迎えて開催されました。これは、両施設と和島オートキャンプ場で進め
る「和島ワンダーランド」プロジェクトの一環で、各施設や資源を有機的に
つなぎ顧客満足を高めるための企画です。両日とも美術館展示室で、中
林成爾さん（チェロ）と斎藤竜夫さん（ピアノ）の素晴らしい演奏が行われ
ました。館内は音響的にも演奏にマッチする構造と聴衆・演奏家双方か
ら満足できる会場との評価を得ることができました。
ロダンや高村光太郎、舟越保武、柳原義達、朝倉響子など近代日本の
具象彫刻家１５名の作品２７点に
囲まれた会場で一流の演奏家
による音楽を聞くことのできる
喜びを感じさせる演奏会となり、
親しみのある美術館を目指す
道の駅にとっても大きな自信と
なりました。
（演奏会終了後、隣接する良寛の里
美術館の見学会が行われました）

《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（１００円）を購入願います。

華やかに彩る”大人の雛まつり”！
２/２８～３/９ホテルニューオータニで開催され
た第２回”大人の雛まつり”には今年も「和らぎ
家」つるし雛教室の生徒さんの作品が展示され
約４８００人が訪れる大人気となりました。
旧市内のつるし雛
サークルの作品と
小国和紙生産組合
の和紙の灯りとの
コラボが評判を
呼び長岡市の春の
イベントとして定着
しました。

《和らぎ家ギャラリー》

◇よりみち街道『中越』
フォトコンテスト
２０１３入賞作品展
会期：４月５日（土）
～２７日（日）
（休館日は裏面に
記載しております）

時間：１０時～１６時
最優秀賞「風船よ飛べ」小林敏行氏

《道の駅に寄せられたお客様の声》
①「もてなし家」の照明が暗い
対策：古民家の雰囲気を出すためか設計
段階から照度を抑制気味であった。
特に舟形テーブルの付近が暗いた
め照明器具を増設し改善しました。
②「もてなし家」
冬はあったかいだんご汁が最高。
あったまりました。

◇企画展 Ⅰ
テーマ【良寛を敬慕した女性たち展】
良寛の妹や弟由之夫人墓誌銘の作品、良寛の生涯におい
て心の中に生き続けた維馨尼、プラトニックラブとして晩年の
良寛と温かい交流のあった貞心尼に関する書簡や作品、ま
た良寛を敬慕している近代の女流書家の作品を展示します。
初公開の作品もありますので、心ゆくまで鑑賞して下さい。
展示品：良寛、良寛妹みか、由之夫人安子、維馨尼、貞心尼、
中野松葉、内山玲子 他

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

★４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：１日、８日、２２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）
○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
・開催日：１２日、２６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：２日、１６日、３０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：１回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
○水墨画教室
１８日（金）10～14時 毎月第３金曜日開催となります。
・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
○タイ式ヨガ教室 開催日：１０日、２４日
10～12時 ルーシーダットン：動けばわかる、続けると変わる
・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 １１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
１７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
４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
２６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
２４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
２５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
１２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
開催日：３日（木）、２１日（月）

10～14時

○簡単体操ピラティス 開催日：６日、２０日
・指導員：早川智香（ＰＨＩピラティスマットの資格有）

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

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
１３日,２０日,２７日
２日
１０日
１０日,２４日
１６日
７日,２１日
８日,２２日
９日
１日,１９日
月曜組１２日,２６日
水曜組１４日,２８日
１５日
２４日
２２日
２３日
３日,３１日

◇春蘭展 出展者：渡辺治雄
会場：和らぎ家 会期：４月２０日まで

追加メニューのお知らせ
・もてなし家

＊かき揚げそば・うどん

＊カレーライス
・和らぎ家

＊かき揚げうどん
＊タレかつ丼
道の駅良寛の里わしまの
人気ナンバーワン！

《だんご汁と良寛むすび》

セット

５００円

《やきもち焼きだんご》

３００円

《米粉シフォンケーキ》

２００円

《ガンジーミルク

・参加費：１回1３００円（お楽しみ昼食付）

《もてなし家農産物直売所》
長岡市産・出雲崎町産 ・・通年営業・・
◇山菜
ふきのとう、せり、こごみ、うど、うるい、タラの芽、
わらび、こしあぶら、山みずな等が出ます！
◇野菜
とう菜、しいたけ 等

温/冷》

３００円
◇春メニュー紹介

《和らぎ丼》

（和らぎ家限定）

春の山菜と旬の野菜をかき揚
げにし、手づくり特製ダレで和
島産コシヒカリとの相性もバッ
チリです。

◇乾燥野菜（和島農村女性アドバイザー）

ガンジーソフトメニュー
和島と言えばガンジー牛！
愛情ある飼育から生まれる
ゴールデンミルクで作った
ソフトクリームは絶品です。

《ソフト》 《コロネソフト》

◇いちご （寺泊・山田直紀）

７５０円
漬物・味噌汁付
新鮮！越後姫

豊富な山菜

◆高島屋百貨店・加勢牧場共同開発

ガンジープレミアム牛乳好評販売中！
●ゴールデンミルクと

◇良寛さんの絵すがた展
出展者：村山雨景

約40点
会 期：５月１日（木）
～２５日（日）
５４０円
税込
良寛 小手毬の唄

和らぎ家

・持参品：材料（古布）、鉛筆、ハサミ、古カレンダーまたは新聞紙

《和らぎ家ギャラリー》
良寛生誕250周年記念 雨景染め絵の世界

５/３（土）、４（日）
※手描き友禅染め
実演予定

もてなし家

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）

・参加費：１回１０００～１５００円（昼食付）

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

税込み価格

写真が好きな方、きれいに撮りたい方おいでください

・指導員：早川とみ子
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・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９日、２３日・月曜組１４日、２８日
☆５月（変更する場合がありますので事前確認願います）

喫茶・お食事

（５００ｍｌボトル）

呼ばれています
ガンジー牛は、英仏海峡にあ
るガンジー島（英国王室属領）
原産の乳牛です。
一般的な牛乳より乳脂肪分、
栄養価が高く”濃厚なのに後
味さっぱり”が特徴でヨーロッ
パでは「ゴールデンミルク」と
呼ばれています。

だんご汁付の場合１０５０円

●とても希少な

３８０円

４８０円
（和らぎ家限定）

牛乳です
世界的にも頭数が少
なく、日本では約３００
頭しかいません。新潟
県ではここ旧和島村の
加勢牧場に１３頭いる
だけです。
しかもホルスタイン牛
と比べ搾乳量も約半
分しかないため、希少
な牛乳になります。

４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 ： ７日（月）
（開館時間：９時～１７時）
＊和らぎ家
（開館時間：９時～１６時３０分）
：１日（火）,７日（月）,８日（火）
１５日（火）,２２日（火）

