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長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

春の感謝祭

6月１5日（日）

見て、食べて、楽しんで
主催：NPO法人和島夢来考房

午前９時～午後３時

会場：もてなし家 ☎０２５８－４１-８１１０

◇交流物産販売

和らぎ家会場

道の駅Ｒ２９０とちお《は～もに～》・・揚げたてあぶらげ、丸鯛、てまりなど
道の駅越後川口《あぐりの里》・・割れせん、味噌、こんにゃくなど
寺泊・西山製菓・・・揚げまんじゅう、いが栗だんご、笹だんごなど
小国・山岸モータース・・・アイスクリーム、かき氷、焼そば、フラッペなど
川口・木沢棚田保全協議会・・・ピザ
障害者共同ネットワーク・・・菓子パン、納豆、クッキー、イチョウ茶など
分水・マツイ・・・家庭用なべ、洋食器など

◇日頃のご愛顧に
感謝を込めて！

◇地元野菜の大売出し ・・・午前９時～
◇アトラクション
・・・午前１０時～

☎０２５８－４１－８１１０

※ふるまい開始５分前に整理券を配布します。

◆菊盛記念美術館
車イス用スロープ完成

◆４年振り良寛の里茶会開催
５月２５日（日）良寛の里美術館では道の駅リ
ニューアルオープン１０周年を記念して茶会
が開催されました。新緑に包まれた茶室「指
月亭」と館内の良寛・貞心尼対面坐像前エン
トランスの二席でお茶を楽しんでいただきまし
た。無料美術館鑑賞サービスも行いました。

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

◆体験・ふるまい
１４時００分 餅ちつき体験とふるまい
１４時３０分 だんご汁ふるまい

もちつきとふるまい（１００皿）
だんご汁ふるまい （２００杯）

スコップ三味線、よさこいソーラン、太鼓
ペットボトルの風車作り体験(寺泊・水野さん）

レンタサイクル！

本美術館は障害者用のバリアフリー対応が施されて
おらず、長い間、車椅子利用者や歩行困難な方々が
来館された場合、大変でご不便をおかけしていまし
たが、この度スロープが設置されました。安心してご
来館いただきますようお待ち致しております。

◆越後線鉄道唱歌ＣＤ販売中
昔、和島の小島谷駅が与板駅だった
ことを知っていますか？

《ギャラリー予告》

《和らぎ家ギャラリー》

第４回 小林武夫水彩静物画展
出展者：小林武夫（長岡市在住）
会 期：５月２９日（木）～６月２９日（日）
※休館日：６月２日（月）、３日（火）、１０日（火）、
１７日（火）、２４日（火）
宇宙観測船「ガラクータ10号」
時 間：午前９時～午後４時３０分
和島での展示会は４年振り４回目となります。
小林武夫先生の描くあたたかくやさしい水彩画の世界を満喫ください。
前回の展示会でおなじみのペットボトルなどの廃材造形「ガラクータ」が新たに１０号
としてお目見えします。おたのしみに♪

ＣＤ ５５０円
道の駅で販売しています。
・良寛の里わしま
・越後出雲崎天領の里

☎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。

第１８回
ＮＨＫ
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汽笛一声新橋を・・・で知られる鉄道唱歌はそ
の後全国各地に鉄道が開設されるのに併せて、
替え歌のご当地ソングができました。和島の生ん
だ久須美父子が私財を投げ打って建設した越後
線（当時は越後鉄道）も田村文吉氏（長岡市）の
作詞で白山駅から柏崎駅までの各駅と沿線の案
内や風景が織り込んであります。
当時三島郡の中心地であった与板町に近いと
いうことで与板駅と命名されましたが、後に小島
谷駅に改名されました。
ぜひ一度聞いて往時を偲んでください。

《良寛の里美術館ガイド》

春の感謝祭プログラム
◆アトラクション
１０時
スコップ三味線
「チーム良寛」
１０時１５分 よさこいソーラン
「和ごころ、わしま颯、
他 ６チーム」
１２時
休憩
１３時
スコップ三味線
「チーム良寛」
１３時１５分 太鼓競演
「和島太鼓みゆき会、
輪太鼓衆転太鼓舞」
※アトラクションは時間がずれることも
ありますのでご了承ください。

まってるよ～

◆無料

。

道の駅良寛の里わしま「もてなし家」オープン”１０周年記念”

わ
た
し
の
尾
瀬

もみじ/コスモス/さといも

◇企画展 Ⅱ
テーマ【良寛と山本家の人々展】
良寛の父以南をはじめ良寛や弟由之そして由之の長
男の泰樹や孫泰世の温雅で温もりがあり、純真で香気
を感じさせる山本家の人々の書歌を味わっていただく
機会として企画しました。
展示品：良寛、以南、由之、泰樹、泰世、遍澄 他
会 期：５月２７日（火）～７月１３日（日）

お楽しみ食事付き

体験教室案内

会場及び申し込み先：和らぎ家 TEL ０２５８－４１－８９００

★６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：１０日、１７日、２４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４３００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：１４日、２８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：４日、１８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
２０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：１２日、２６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 １３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
１９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
６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
２８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
２６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
２７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
１４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：１２００円（ケーキセット代含む）
○古布リメイク教室
開催日：５日（木）、１６日（月）

写真が好きな方、きれいに撮りたい方おいでください

10～14時

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）

・指導員：早川とみ子
・定員：１５名（事前予約・先着順）

・参加費：１回１０００～１５００円（昼食付） 材料費別

○簡単体操ピラティス 開催日：８日（日）、２９日（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

・持参品：材料（古布）、鉛筆、ハサミ、古カレンダーまたは新聞紙

・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１１日、２５日・月曜組９日、２３日
○初めての手まり作り教室
☆７月（変更する場合がありますので事前確認願います）

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
初めてのてまり作り教室

開催日
１日,８日,２２日
４日
１２日
１２日,２６日
１８日
２日,１６日,３０日
１０日,２４日,３１日
１１日
３日,２１日
水曜組９日,２３日
月曜組１４日,２８日
１７日
２６日
２４日
２５日
６日,２０日
１３日,２７日

◇初めての韓国語教室新規募集

”スタッフ急募”
勤務先 道の駅良寛の里わしま
内 容 商品販売及び経理事務 接客
経験のある明るい人柄の方を希望し
ます。経理事務は入社後指導します。
資 格 普通自動車免許、パソコン操作

◇人気の夏バージョンメニュー
もてなし家

冷やしぶっかけ
そば/うどん
６７０円

（エクセル、ワードの基本操作）

時 間 AM8:30～PM5:30（60分休憩）
賃 金 116,000～128,000円
通勤手当 5,000円まで
休 日 勤務表によるシフト制

もてなし家
和らぎ家
《だんご汁と良寛むすび》
道の駅良寛の里わしまの
人気ナンバーワン！

セットで

５００円

もてなし家 新メ
《かきあげそば / うどん》

６７０円

《きつねそば / うどん》

６２０円

《カレーライス》

５００円

和らぎ家 新メニュー
《タレかつどん》
やわらかカツに特製ダレ♪

７５０円

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》

《コロネソフト》
（和らぎ家限定）

和らぎ家

（土日出勤あり）年末年始休み）

待
応

遇 雇用、労災、社会保険完備
募 電話連絡の上、履歴書（写真付）
を送付ください。面接日をお知らせい
たします。 ※ハローワーク長岡届済
949-4525 長岡市島崎５７１３-２
☎0258-41-8110 担当/山田

指導員：柳 昌雲

韓国語を習いたいが経験がないので先行しているクラスではついて行けないという声がありましたので、
初心者向けの教室を開設いたします。
内容については事前に面談の機会を設けますので気軽に
お申し込み下さい。
開催日：月３回・火曜日の夜間 定員：１５名
時 間：１８時４０分～１９時５０分
会 場：もてなし家
参加費：月４３００円
（ケーキセット付・テキスト代別）
こんにちは→アンニョンハセヨ

税込み価格

・参加費：１回1５００円（お楽しみ昼食付）
10～14時 良寛さまが子供たちと遊んだ和島手まりを作ってみませんか？

・開催日：１日(日)、２２日（日）
・参加費：１２００円～（お好み昼食代含む） 材料費別
・指導員：大矢文子、遠藤ハツイ、羽鳥節子（手まり師範）・定員：１０名（事前予約・先着順）
・持参品：裁縫道具、鉛筆、メジャー
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

喫茶・お食事

３８０円
サラダうどん

６５０円
小むすび付＋５０円

４８０円

冷やし中華

７００円

《もてなし家農産物直売所》
長岡市産・出雲崎町産 ・・通年営業・・

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などが出
そろいます。

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 ：２日（月）
（開館時間：９時～１７時）
＊和らぎ家
（開館時間：９時～１６時３０分）
：２日（月）, ３日（火）,１０日（火）
１７日（火）,２４日（火）

