感謝をこめて１０年
そして新時代へ
「もてなし家」オープン１０周年
故島倉マツさん（和島/荒巻）が小さな１箱に入れ
たそら豆の販売から始まった直売所。その後軒先
を改造しスペースを拡大し現在にいたる。

1２月
通信 ：vol １２２号

発行：平成２６年１１月２８日

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

道の駅良寛の里わしま「もてなし家」オープン１０周年記念行事賑わう♪
◇わしま特産自然薯まつりで２００本完売！

◇秋の感謝祭

今年は商工会主催「第１回和島だんご祭り」と共催

さあいらっしゃい 和島の自然薯はいかがですか！

雨と風でアトラクションの一部を中止する悪天候の中、和島の郷土料理「だん
ご汁」で地域を活性化したいという和島村商工会企画のだんご汁３種類３００杯
の試食。和島村建築組合の模擬上棟式、商工会青年部の飲食コーナーや雨
の中めげずに頑張ってくれたスコップ三味線の演奏などで最後まで盛り上った
感謝祭でした。（１１/３道の駅）

商工会だんご汁試食

和島自然薯栽培組合

開催と同時に待ちかねていたお客様が殺到。出品された自然薯が完売する盛況でした。自
然薯の「とろろめし」の販売、スコップ三味線、よさこい、太鼓、歌謡ショーなどのアトラクショ
ンや地元産野菜、物産販売などで自然薯まつりは終日にぎわいました。 （１１/１６道の駅）

模擬上棟式で餅まき

◇道の駅「和らぎ家」で出会いサポート ５組のカップル誕生♪

◇道の駅のお土産紹介

道の駅良寛の里わしまでは「搾りたてのガンジーミルクdeアイスクリーム作
り体験」をメーンにした婚活イベントを開催しました。新潟県イベントアドバイ
ザーサポート制度活用による安心感とながおか産食材総選挙第１位、ＮＨＫ
の「キッチンが走る！」への出演などで知名度アップした和島のガンジーミル
クを使った体験が人気を呼び、定員を大幅に上回る応募がありました。抽選
で選ばれた男女各１６名のみなさんは１対１で全員と自己紹介を交わした後、
４人１組に分かれて加勢健吾さん（加勢牧場）の指導でアイスクリーム作りが
始まると、それまで緊張気味だったみなさんも打ち解け、会場内が盛りあがっ
てきました。
ランチタイムは和島のお母さん達が作った料理を立食形式で。デザートは共
同作業で作ったアイスクリームを賞味しながらフリータイムに入りました。その
後お目当ての人の番号をマッチングカードに記入。最終的に５組のカップルが
誕生しました。
（１１/１５道の駅）
今回の企画は道の駅良寛の里
わしまが主催し、和島オートキャ
ンプ場とケーエスファーム加勢牧
場の共催で実施されました。
今後も、出逢いの場を創出して
カップル
和島地域が特別な場所になるイ
誕生間近？
ベントを目指します。

＊わし麻呂くんグッズ

＊地 酒

道の駅「良寛の里わしま」の来館
記念品が欲しいとの要望に
お応えして「わし麻呂くん」グッズ
の販売を開始致
しました。

和島地域の二つの老舗蔵元が推薦するお酒

久須美酒造

池浦酒造

夏子物語

和楽互尊

「夏子の酒」の人気ブラ
ンドをご用意しました。

（７２０ｍｌ 箱入り）

・特別純米酒（７２０ｍｌ）
バッチ１５０円
（円形３２mm）

（クリアケース入り）

・吟 醸

（３００ｍｌ）
（２本箱入りあり）

・純米吟醸
・特別純米酒
・本醸造
他

シール シート１００円

◇和らぎ家ギャラリー展示案内
会期：１１/２９（土）～１２/２１（日）
＊和島まつりフォトコン写真展
＊デジカメ教室作品展
＊ギャラリーコンサート １２/１４（日）
午後１時～２時３０分

最優秀賞
「元気一杯！
雨を吹き飛ばせ」
渡辺一寿

デジカメ教室作品展とコンサート

特別賞
「弓踊り」
鈴木 寛
アイスクリーム作り

《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。

◇展示予告 「和島地域の所蔵品展」

平成２７年１月４日（日）～３月３０日（月）

地域の皆様のご協力で多くの作品が集まりました。ご期待下さい。

◇良寛の里美術館展示紹介
テーマ：良寛をめぐる人々展
会 期：１１月５日（水）～１２月２７日（土）
良寛をめぐる文人、書家、研究家にどんな人
たちがいたか。それらの人たちがいかに良寛
を敬慕していたか書を鑑賞しながら知ってもら
う機会を設けました。
相馬御風・青山杉雨・成瀬映山・渡辺秀英
江川蒼竹・源川彦峰ほか

源川彦峰（けんぽう）
《花を看て田面庵に到る》

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

喫茶・お食事

★１２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：９日、１６日
◎簡単な読み書きができる方募集しています
１２月は２回
・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：１３日、２０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：３日、１７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
１９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：１１日、２５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 １２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
２７日（土）10～12時
生け花に挑戦！初めての方歓迎
１２月のみ
・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
会場もてなし家
・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
５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
１３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（土）13時30分～15時30分
季節の花をアレンジしてみませんか?
１２月のみ
・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
会場もてなし家
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・持参品：花バサミ
○ちぎり絵教室
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
１２月はお休み
・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
○古布リメイク教室 開催日：１５日（月）
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
・参加費：１回１０００～１５００円（昼食付） 材料費別
・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

（食事は１０時～１５時）

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

《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》

○簡単体操ピラティス 開催日：７日（日）午前中のみ,２１日（日） 午前の部：９～1０時、午後の部：１３時３０分～１４時３０分
・指導員：早川智香（ＰＨＩピラティスマットの資格有） ・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
・定員：１２名（事前予約・先着順）
・持参品：ヨガマット、汗ふき用タオル
○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：水曜組１０日、２４日・月曜組８日、２２日 ・参加費：１回1５００円（お楽しみ昼食付）
○初めての手まり作り教室
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：７日(日)、２１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
○つるしびな作り教室 ・指導員：清水シゲ子
１０～１４時
10月から２月までの５回コースです
・開催日：４日（木）,６日（土）,１４日（日）,１８日（木）
・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付・材料費別）
受付終了
・各定員：２０名（事前予約・先着順）
・持参品：裁縫道具一式、目打ち、ボンド

１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
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
まゆ玉かざり

開催日
１３日,２０日,２７日
９日
１０日
１０日,２４日
１６日
７日,２１日
８日,２２日
９日
１９日
水曜組１４日,２８日
月曜組２６日
１５日
２４日
２２日
２３日
２５日
１０日,１８日
１２日,１８日,２９日,３１日

１１日

１２月の休館日

和らぎ家

《タレかつ丼》

◇秋冬限定おすすめメニュー

＊良寛の里美術
＊菊盛記念美術館
１日（月）２日（火）
年末年始２９日（月）～１月３日（土）
（開館時間：９時～１７時）
＊もてなし家 ：１日（月）、２日（火）
年末年始２９日（月）～１月２日（土）
（開館時間：９時～１７時）
＊和らぎ家
：１日（月）、２日（火）,９日（火）,
１６日（火）
年末年始２６日（金）～１月６日（火）

もてなし家、和らぎ家

７５０円

《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》

ガンジー
米粉コロネソフト

ガンジー
ソフト

６７０円
（和らぎ家限定）

（開館時間：９時～１６時）
６７０円

※１２月１日,２日両日は道の駅全施設休館

５００円

３８０円

◇お歳暮にはオンリーワンのガンジージェラートを！

◇長岡市立科学博物館出前体験教室

和島のガンジー牛乳は「ながおか産食材総選挙」１位♪ＮＨＫ「キッチン
が走る！」で人気沸騰！最高の乳質と美味しさを誇るガンジー牛乳で
作ったジェラート。お歳暮やお土産にいかがでしょうか？

なら王わし麻呂くんの
木簡（もっかん）年賀状づくり

※教室参加者の個人情報は目的外に使用しません。

◇手打ちそばの日

実演９時～、食事１０時～
手打ちそばの日を再開します。そば打ち実演見学と「打
ちたて」のそばの味をご堪能下さい。
※材料無くなり次第終了
１２月１４日（日）
１月２５日（日）予定
２月２２日（日）予定
３月１５日（日）予定

６２０円

１個２７０円
セット販売価格

① ６個入り １,８９０円
②１２個入り ３,５１０円
（発泡スチロール箱代含む） ＊地方発送承ります。

ガンジージェラート
①ガンジーミルク
②イタリアンチョコ
③きなこ
④抹茶
⑤いちご
⑥ソルティービスケット（塩）
以上６種類の中よりお選びく
ださい。

木のハガキでオリジナル年賀状を作ろう！
日時：１２月２１日（日）
午前の部１０時３０分～１２時
午後の部１時３０分～３時３０分
会場：道の駅「和らぎ家」
参加費：無料
申込・問合せ先
長岡市立科学博物館
☎０２５８－３２－０５４６
定員：各１５名（先着順）
小学生以下のお子様は
保護者同伴です。

