古民家に輝く ヒスイ原石
「もてなし家」に㈱「銘石苑」様のご厚意で
石の置き物をお貸しいただいております。
今月からはヒスイの原石を飾りました。
ぜひご鑑賞ください。

「翡翠原石」

１０月
通信 ：vol １４４号

発行：平成２８年９月２５日

道の駅良寛の里わしま

秋の感謝祭

見て・食べて・楽しんで

１０月３０日（日）

◇秋の野菜・果物大売出し ９時～１６時３０分
◇物産販売・ＰＲコーナー １０時～１５時
・寺泊 西山製菓（饅頭、いが団子、おやき、豆もち）
・与板 割烹豆腐オオハシ（豆腐スイーツ、揚げ物）
・川口 木沢ハウス（米粉ピザ）
・小国 山岸モータース （アイスクリーム、揚げたこやき）
・コープにいがた（コープ人気デザート試食会
新規特典有）

◇アトラクション

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房
主催：ＮＰＯ法人和島夢来考房
会場：もてなし家 ０２５８－４１－８１１０
時間：９時～１５時

共同募金と花のタネ配布でガンバリマス。

花のタネをどうぞ！
道の駅できれいに咲いてくれた花たちも
実を結びました。
花を愛する方にタネを差しあげます。
配布者：わし麻呂くん
先着順、なくなり次第終了

（セイロン紅茶で有名なスリランカは初の出店）
ココナッツロティやイエローライスにチキンカレーや玉ねぎ、
グリーン豆カレー、玉ねぎのチャツネを トッピングして食べる。

講演会
・演題
・日時

「歌人吉野秀雄と良寛」
平成２８年１０月１０日（月・祝日）
午後１時３０分～３時
・講師
萩原光之 砂丘短歌会「砂丘」代表
・会場
道の駅良寛の里わしま「和らぎ家」
・参加費 無料

展示作品説明会
・日時
・講師

講演会終了後 午後３時２０分～４時
岡村鉄琴 新潟大学教授
越佐文人研究会代表
・会場
良寛の里美術館内展示室
・参加費 無料

●参加費：男性４,０００円 女性３,０００円
※飲食代・体験料込み※当日キャンセルの方料金徴収します。
※当日のアルコール提供はございません。
※応募者多数の場合は抽選になります。

ブンボーフエ

長岡どんぶりキャラバン同時開催
時間：１１時～

なくなり次第終了

長岡市の大学生がつくるＮＰＯ法人「Ｔｅａｍ長岡」
（理事長飯塚康介さん・慶応義塾大学在籍）が
市内１１地域の魅力を発信するために、各地域の
名産を材料にオリジナル丼を開発してきました。
現在７地域のオリジナル丼が提案され、イベント
などでお披露目されています。
和島地域は感謝祭が会場となります。
道の駅ではＢ級グルメへの成長を支援します！
・和島
・寺泊
・中之島
・山古志

・栃尾
・小国
・三島

ガンジー牛乳シチュー丼
鮭の柚子南蛮丼
プルコギ丼
山古志産にいがた和牛
牛しぐれ丼
あぶらげ丼
八王子集落山菜丼
みしま丼

３０食

和島以外
各１０食

※価格：１杯４００円～６００円

良寛とその敬慕者
期間：平成２８年９月１４日（水）～１１月６日（日）
休館日なし
会場：良寛の里美術館（道の駅良寛の里わしま内）

会場：道の駅良寛の里わしま「和らぎ家」

●募集人数：男女各１６名

良寛の里美術館 開館２５周年記念 特別展

村山半牧・吉野秀雄展

１１/２６（土） １０：３０～１５：３０
集合時間 男性：１０：００ 女性１０：２０

ブンボーフエ：ベトナム/フエ地方の牛肉麺(米粉・太麺）で
庶民に親しまれており、ベトナムの味に親しむ手ごろな料理。

※時間割変更する場合あります

・バンド演奏 Ｈｉ－Ｗｉｎｄ １０時～１０時３０分
・よさこいソーラン １０時３０分～１２時
和ごころ、よさこい颯、よさこいマザー
出雲崎てんてん手毬
・太鼓競演
１３時～１４時
和島太鼓みゆき会
悠久太鼓愛好会つるかめ会（長岡技科大）
輪太鼓衆転太鼓舞（長岡造形大）
◇感謝を込めてふるまい １４時～１５時
・つきたてのお餅（１００皿） 事前に整理券配布
・だんご汁
（１００杯）
◇ペットボトルの風車作り （水野さん）
◇バルーンアート（船場さん）
◇わし麻呂くん

新潟県「あなたの婚活」応援プロジェクト認定イベント

長岡技科大留学生のお国自慢料理販売
・ベトナム （５月に引き続き２度目の出店）

・スリランカ

アフリカ南部
ナミビア
共和国産
㈱「銘石苑」様
（新潟市）所有

村山半牧は勤王家・画人で
あり、いち早く良寛文芸に
注目し「僧良寛歌集」出版の
礎となる写本をまとめました。
吉野秀雄は會津八一の唯一
歌の門人ながら、独自の
良寛観を持ち、その歌の
解釈と鑑賞について多くの
優れた著述を残しています。
両者の書画作を良寛書と
ともに並べ、江戸から昭和に
いたる本県文化史の流れを
味わうことができる企画です。

●参加資格：２４～３９歳の独身の方
●申込締切：１１月１３日（日）
●応募方法：①氏名（ふりがな）②性別③生年月日
（昭和・平成で）・年齢④郵便番号・住所⑤電話番号
を記載の上、メールにてお申込ください。
Ｅ－Ｍａｉｌ washimamurakobo@vega.ocn.ne.jp
※後日、到着確認のメールを致します。数字経っても連絡が
ない場合は、お手数ですが確認のご連絡をお願いします。
今後メールでのご連絡を差し上げますので、上記アドレスを
受信可能な設定をお願いします。
【主催】道の駅良寛の里わしま（ＮＰＯ法人和島夢来考房）

【共催】和島オートキャンプ場（グリーン産業㈱）
ケーエスファーム加勢牧場
【協力】長岡市 ながおか・若者・しごと機構
詳細は新潟県「あなたの婚活」応援プロジェクト認定イベント
か道の駅のホームページおよびちらしをご参照ください。
問合せ先：道の駅良寛の里わしま（担当：山田・宮田）
０２５８－４１－８１１０

和島特産 「自然薯まつり」 １１月２０日（日）
主催：和島自然薯栽培組合
時間：午前９時～午後３時（なくなり次第終了）
同時開催：自然薯てんぷら試食、「とろろ飯」限定販売

◇染め絵 村山雨景展

●雨景染め実演日：２日（日）、１５日（土）

午後１時３０分～
友禅で染める、異色の世界。
良寛の世界を作り上げた、村山雨景の世界が今ここに･･･
●額絵、タぺストリー等約４０点展示
会期：平成２８年１０月１日（土）～２４日（月）
※休館日：３（月）、４（火）、１１（火）、１８（火）
時間：午前１０時～午後４時３０分（最終日は３時終了）
会場：道の駅良寛の里わしま「和らぎ家」 ０２５８－４１－８９００

利用者ニーズに合わせた休憩・情報発信施設へ
開設１２年目となる道路情報ターミナル（設置者：国土交通省）の利便性
改善工事が完了しました。内容は下記のとおり
①２４時間使用可能トイレの快適性向上（温水洗浄便座など）と手洗いの
温水供給（夏季は停止）。
②情報発信機能向上としてポスター用掲示板追加設置。
（掲示板面積３ヶ所合計１１㎡となった）
③トイレ標識の多言語化。

良寛の里美術館
設備改修休館のお知らせ

展示作品

１１月７日（月）
～来年１月３日（火）

良寛作・関連資料：１４点
チカコホンマさんと先輩芸人ガレッジ
村山半牧・吉野秀雄作：２９点
他書簡、特別資料
セール川田弘樹さん制作絵灯篭点火

※菊盛記念美術館、歴史民俗資
料館は通常通り開館します。

追加した掲示板

お楽しみ食事付き

★１０月

体験教室案内

会場及び申し込み先：和らぎ家 TEL ０２５８－４１－８９００

※都合により変更することがあります、事前にお問い合わせください。※体験教室参加者の個人情報は目的外には使用しません。

○韓国語教室・本教室のみ会場は「もてなし家」となります。
・開催日：４日, １１日,１８日
・指導員：長岡市まちの先生・柳 昌雲
○表具作り教室
・開催日：８日,２２日
・指導員：五十嵐賢一
○歌って♪脳トレ教室 開催日：５日,１９日
・指導員：音楽療法士・佐々木理江子
・定員：各２０名（事前予約・先着順）
○水墨画教室
・指導員：大矢幸二
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○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
・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
・定員：１５名（事前予約・先着順）
・参加費：1０００～１３００円（昼食付）材料費別
○初めての生け花教室
・指導員：認定講師・由井裕子
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○初めてのお茶作法教室 （会場：茶室「指月亭」）
・指導員：近藤光子
・定員：１０名（事前予約・先着順）
○押し花教室
・指導員：インストラクター・小林静枝

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
◎簡単な読み書きができる方募集しています
・参加費：１カ月４５００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
・参加費：１３００円（お楽しみ昼食付、材料費別）
・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
10～11時30分
健康のために楽しく声を出しませんか？
・参加費：１回１２００円（講師料＋ケーキセット）
・対象：５０歳以上の方で性別は問いません
２１日（金）10～14時

今月は自由作品作り。

１５日（土）10～14時
毎月第３土曜日に開催しています
・参加費：１４００円～（昼食付）+材料費別

○フラワーアレンジメント教室
・指導員：認定講師・永塚玲子
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○ちぎり絵教室
・指導員：荒木房子
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○デジカメ教室 ・指導員：坂田広次
・定員：２０名（事前予約・先着順）
・参加費：１２００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：１５名（事前予約・先着順）
○簡単体操ピラティス 開催日：２日,２３日
・指導員：早川智香（ＰＨＩピラティスマットの資格有）
・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

２７日（木）13時30分～15時30分

・指導員：遠藤ハツイ、羽鳥節子（手まり師範）

○やさしい書道教室 ・指導員：佐藤豊作
・開催日：１２日,１９日（第２,第３水曜日）
・定員：１０名（事前予約・先着順）
募集中

セットで

５００円

《五平もち》

２００円
《 田舎風煮込みうどん 》

６７０円
《あつあつきのこの
あんかけ丼》

季節の花をアレンジしてみませんか?

・参加費：１２００円（ケーキセット付）＋花材費１５００～２０００円
・持参品：花バサミ
２８日（金）10～14時

和紙を貼るだけで素敵な作品ができます

・参加費：１２００～１５００円（昼食付） 材料費別
・持参品：はさみ、ピンセット、鉛筆、手拭き用おしぼり
８（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）」
・持参品：デジタルカメラ（コンパクト、一眼レフ問いません）
写真が好きな方、きれいに撮りたい方おいでください
１７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）
・参加費：１回１０００～１５００円（昼食付） 材料費別

・持参品：材料（古布）、鉛筆、ハサミ、古カレンダーまたは新聞紙

・お吸い物付
・だんご汁付

もてなし家

《かき揚げそば/うどん》

・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？
・参加費：１２００円～（お好み昼食代付） 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
10～12時
もう一回習字に挑戦してみませんか。
・参加費：１５００円（お楽しみ昼食付）＋月刊誌代６00円（個人で購入）

６７０円
和らぎ家

《タレカツ丼》

・持参品：習字用具一式

10～14時
自分だけの彫刻を作って楽しく、贈って喜ばれる鎌倉彫
・参加費：１５００円～（お好み昼食付） 材料費別

・持参品：彫刻刀（ある方はお持ち下さい）、下敷き（布）、歯ブラシ（緩めのもの）、定規、鉛筆（Ｈ）
13時30分～15時 楽譜が読めなくてもＯＫ！柔らかな響きでリフレッシュ！
・指導員：佐々木理江子 ・開催日：１３日,１９日
参加費：１0００～１３００円円（喫茶付）
募集中
・定員：１５名（事前予約・先着順）
持参品：筆記用具（カラーペン）
○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：１日（土）,６日（木）,１６日（日）,３１日（月）
・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付・材料費別）

８５０円

・定員：１０名（事前予約・先着順）

○トーンチャイム教室

・各定員：２０名（事前予約・先着順）

◇好評

サイクルスタンド

・設置場所：道路情報ターミナル
脇と美術館ゾーンの「和らぎ家」
駐車場の２ヶ所
・設置期間：４月から１１月
・軽食には「ガンジーソフト」と
「良寛おむすび」が人気です。

６７０円
９５０円

午前の部：9～10時

・会場：良寛の里美術館体験室

○鎌倉彫教室 ・指導員：船場永喜
・開催日：７日（金）,２１日（金）

当道の駅食事Ｎｏ,１メニュー！

お茶の作法は難しそうでちょっと・・・という方歓迎

・持参品：ハサミ、ピンセット、筆記用具

○初めての手まり作り教室
・開催日：９日

和らぎ家
《だんご汁と良寛むすび》

・参加費：１６００円（お楽しみ昼食付、お茶＋お菓子代含む）
・持参品：あれば（袱紗ふくさ、懐紙）

・定員：１５名（事前予約・先着順）

・開催日：１２日,２４日,２６日

もてなし家

初心者歓迎！

・持参品：作りたい品物の布、裁縫道具、定規、鉛筆
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）
２０日（木）10～12時
生け花に挑戦！初めての方歓迎
・参加費：１３００円（お楽しみ昼食付）＋花材費
・持参品：花バサミ
７日（金）10～12時

（食事は１０時～１５時）

毎月第３金曜日開催となります。

・参加費：１３００円（お楽しみ昼食付）
・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
・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付）
１４日（金）10～14時

喫茶・お食事

新潟県内人気Ｎｏ，１
ガンジーソフト

・持参品：裁縫道具一式、目打ち、ボンド

「塩むすび」に込めた
新米「里山コシヒカリ」
好評販売中！
和島産

「寺泊求草」集落総出で

びっくり茄子試食会！
９月９日求草集落活性化推進事業実行委
員会（代表藤田博仁さん）の皆さんと「いき
いきサロン」や「子ども会」と、まさに集落
総出の「びっくり茄子」ＰＲ試食会が開催さ
れました。道の駅に訪れたお客様が次々
に立ち寄り、
茄子の説明や試食の反応などを
聞いたり、熱心な試食会となり
ました。試食結果は大多数が
美味しいとの評価でした。
さすがＲ１１６沿の花壇整備や
ブルーベリー、ストック栽培など
の事業展開を進めている求草
集落のエネルギーを感じます。

びっくり茄子って何？
見てびっくり（大きい）
食べてびっくり（おいし
い）から名づけられた
もの。本格栽培は来
年度からとなります。

新メニュー

塩むすび
２個セット

５００円

３８０円

１０月の
休館日

１５０円
おコメの味は炊き上げたごはんに少
量のお塩を振って握る「塩むすび」
に漬物があれば最高！特に「長岡う
まい米コンテスト」上位入賞常連の
和島産「里山コシヒカリ」は売れ行き
絶好調。

米 ５ｋｇ ２,２５０円
２ｋｇ
９００円
※地方発送承ります

＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館 なし
（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家

３日（月）

（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家
３日（月）４日（火）１１日（火）
１８日（火）２５日（火）
（開館時間：９時～１６時３０分）

