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そして新時代へ
「もてなし家」オープン１０周年
と十関
う年川
間歓
こお子
れ
花 さ
か
をん
ら
あ
も り
お
が
。

。

願
い
し
ま
す

10月
通信 ：vol １２０号

発行：平成２６年９月２９日

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

秋 食は「わしま」にあり！

和らぎ家ギャラリーのご案内

一人静and表具教室作品展

食欲の秋、おいしい食材やお酒は「わしま」で飲んで、食べて、味わって下さい。
温暖な気候、豊かな湧き水に恵まれた「わしま」で、まじめで一本気な生産者がこだわる
ものづくりの成果がここに開花しました。
越後長岡和島の
特産品をご賞味ください。

米 平成２１年から始まった長岡市
”うまい米コンテスト”での
輝かしい受賞来歴が実証
する米どころ「わしま」。
気温、水、土質の三拍子
そろった環境を活かした
農家さんの努力の結晶です。

「もてなし家」を彩る生け花

会期：１０月４日（土）～２６日（日）
時間：１０時～１６時３０分

◇一人静展
出展者：松島和代

わし麻呂くん

（与板町出身東京都八王子市在住）

作 品 ：書１３点

牛乳

酒 歴史と伝統のある二つの蔵元が作りだす清酒は、良質な米と
湧き水を活かした杜氏さん・蔵人さん達の技と心意気を
お届けします。

◇表具教室作品展

今年の”いいね！ながおか産食
材総選挙”でガンジー牛乳が第
１位となりました。加勢牧場の愛
情ある飼育から生み出される牛
乳が評価されました。栄養価が
高く濃厚なのに後味スッキリ！
が特徴です。

出展内容：
和らぎ家表具教室の
みなさんの
成果発表会です。

１１月 道の駅イベントのご案内
◇３日（月・祝）秋の感謝祭andだんごまつり
もてなし家オープン１０周年記念感謝祭。今年は和島
商工会主催「だんごまつり」と共催でパワーUP！
◇１６日（日）自然薯まつり
和島の特産自然薯（栽培）の大売出し。

久須美酒造・清泉

池浦酒造・和楽互尊

※開催時間：３日、１６日とも１０時～１５時

ガンジー牛乳

◇「駅」巡りラリー始まる！スタンプやシールを集めてすてきな景品をゲットしよう♪
《北陸道の駅スタンプラリー》 ・期間：2014,8,1～2016,8,31新潟県37、富山県14、石川県23駅、計74駅
・応募方法：道の駅でスタンプ帳購入（１冊２００円）
《越後長岡まちの駅
・期間：2014,9,10～2014,11,30長岡市内62駅
シールラリーの旅》 ・応募方法：長岡市内のまちの駅でシール帳をもらう（無料）

詳細は各駅に
確認するか、
スタンプ帳ま
たはシール帳
を参照してくだ
さい。

このマークが目印です

道の駅

まちの駅

がんばった！楽しかったよ♪どろんこ人形作り

◇良寛の里美術館秋の特別展紹介

テーマ 【良寛と幕末三筆名品展】
歌よみのうた、書家の書を嫌った良寛。当時の専門書家と同じ舞台で見比べられることは、これまであ
りませんでした。この点に着目し、江戸の書文化の中に良寛を入れてみるとどのように映るものか、改め
てみつめる機会としての企画です。越後の巻菱湖をはじめ「幕末の三筆」と称される人々も、やはり特別
な輝きを放ったからこそ名が残ったのでしょう。わが国の文化が最も日本的活気を示した「文化・文政期」
の中核にあった書画の佳品を展示しております。
＊会
期：９月９日（火）～１１月３日（月）
午前９時～午後５時
＊入 館 料：大人５００円、小人３００円
＊出品作家：巻菱湖、貫名菘翁、市河米庵
市河米庵《書額・崧岳館》
＊展示作品 ： 三筆２２点（資料含む）
見附市島切窪町の旧家・渋谷氏の館号（やかたの名称）を書いた
もの。同家には亀田鵬斎も訪れている。本額には制作年がない
良寛５点

いいですか、まるい
お団子に指を入れて、
ぐりぐりと広げて下さい。

こうやって指で押してゆきましょう

もう少しで完成です

ほ～ら できましたね！

うまくできた？

ものの、越後と米庵の接点を探る上で重視すべき資料である。

かえると小僧さん作りに挑戦しました。

８月２７日
「和らぎ家」
で廣習流ど
ろんこ人形
作り体験が
開催されま
した。
廣習先生を囲んで記念撮影♪

巻 菱湖
《帰田賦隷書軸》

貫名菘翁
《陳白砂忍字讃》

貫名菘翁
《夏山過雨図》

市河米庵
《一行書》

がんばって作ったカエルの陶芸は群馬県のサラダパークさんに展示され
ます。（１０月～１１月頃まで展示予定とのことですが、お出かけの際に
は事前に確認してください）
サラダパークぬまた：群馬県沼田市上発知町１７０８ ☎０２７８－２３－９３０１

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

★１０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：７日、１４日、２１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：１１日、２５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：１日、１５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：各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
１７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：９日、２３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 １０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
１６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
３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
２５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
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・持参品：ハサミ、ピンセット、筆記用具
○フラワーアレンジメント教室
２３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
２４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
１１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：２０日（月）

10～14時

○簡単体操ピラティス 開催日：１２日（日）,１９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：９～1０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

・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：１３日(月)、２６日（日）
・指導員：大矢文子、遠藤ハツイ、羽鳥節子（手まり師範）
○つるしびな作り教室 ・指導員：清水シゲ子
１組め４日（土）、２組め１９日（日）
・各定員：２０名（事前予約・先着順）

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
つるし雛教室

１組め２日、２組め２６日
※教室参加者の個人情報は目的外に使用しません。

◆越後線鉄道唱歌ＣＤ好評販売中！
汽笛一声新橋を・・・で知られる鉄道唱歌の越後線版
を復刻しました。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。

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

《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

《五平もち》
もてなし家、和らぎ家で
好評発売中！

２００円
もてなし家

《かきあげそば/うどん》

６７０円

《きつねそば/うどん》

６２０円
和らぎ家

《タレかつどん》

・参加費：１２００円～（お好み昼食代含む） 材料費別
・定員：１０名（事前予約・先着順）
・持参品：裁縫道具、鉛筆、メジャー
１０～１４時 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）
受付終了
・持参品：裁縫道具一式、目打ち、ボンド

１１月（変更する場合がありますので事前確認願います）

フラワーアレンジメント教室

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

・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８日、２２日・月曜組１３日、２7日
○初めての手まり作り教室

初めての生け花教室
押し花教室

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） 材料費別

開催日
４日,1１日,1８日
３日
１１日
１１日,２５日
１７日
１日,１５日
９日,２３日
１０日
２０日
水曜組８日,２２日
月曜組１３日,２７日
１６日
２５日
２３日
２４日
12日,１９日
１２日,２６日

（食事は９時～１５時）

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）

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

募

集！

・現在開講中以外の新しい教室
・１０時～１２時
又は１３時３０分～１５時３０分
１０時～１４時など
・食事又はケーキセット付
・場所代不要

７５０円

◇秋冬限定あったかメニュー

◇体験教室講師

もてなし家、和らぎ家 共通

《あつあつきのこの
あんかけ丼/うどん》

《田舎風煮込み
うどん》

◇貸しギャラリー
・場所代不要
・展示作業、ＰＲは出展者側
・出店期間は半月又は１カ月

連絡先

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た
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》
６７０円
６７０円

道の駅 山田 ☎0258-41-8110

（和らぎ家限定）

《もてなし家農産物直売所》 ・・通年営業・・
長岡市産・出雲崎町産のみ

安い、新鮮と評判の直売所！

自然薯の販売は１１月からの予定です。

４８０円

１０月の休館日

◇秋野菜満載
◇乾燥野菜

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

和島農村女性アドバイザー「エプロン会」の
お母さん方が和島の特産品にと取組む。
Ux21テレビ「ロングヒルの秘宝Ｓｅａｓoｎ２」
の取材でさらに人気ＵＰ！
大根、きゅうり、トマト、ニンジン、いちご、えのき、
かんぴょう、しいたけ等季節により変化します。

３８０円

乾燥野菜のコーナー

＊もてなし家 ：６日（月）
（開館時間：９時～１７時）
＊和らぎ家 ：６日（月）、７日（火）
１４日（火）、２１日（火） 、２８日（火）
（開館時間：９時～１６時３０分）

