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農業de住みます芸人IN長岡

チカコホンマさん
１年間ありがとう！
和島で培った農業ネタなどで
お笑い芸人としての成長と
成功をみんなで応援します。

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

よしもとのお笑い芸人チカコホンマさんが、
長岡の魅力を発信するために、平成２８年
４月から１年間和島地域に住み込んで、長
岡市うまい米コンテスト上位入賞を続けて
いる和島中沢で農業に取り組み、秋には
見事”よしもと芸人米”として売り出しました。
各種イベントにも積極的に参加。住民と
の交流を通して和島の暮らしを毎日全国
に発信してくれました。

春を招く わしまのつるし雛まつり 惜しまれつつ終了！

平成１６年９月創刊の「良寛の里通
信」（当初は「もてなし家通信」）が１２
年を経て１５０号の発刊となりました。
今日まで、多くのみなさまのご支援
をいただきました。改めて感謝と御礼
を申し上げます。
通信の内容は道の駅でのイベント
紹介が主ですが、私どもがＮＰＯ法人
で、長岡市の指定管理者という立場
であることから、地域活性化に取り組
む事業内容の公開責務を念頭に置
いた編集を心がけております。道の
駅と交流の多い旧三島郡北部地域
（和島、寺泊、与板、出雲崎）を主体
として配布しています。
施設の規模や立派さだけでなく、人
が人を呼ぶと言われるように、常に
「笑顔とおもてなしの心で、お客様を
お迎えする」という基本を忘れずに紙
面充実に努めてまいりますので、変
わらぬご支援をお願いいたします。
通信編集発行人
ＮＰＯ法人和島夢来考房
代表理事兼道の駅駅長 山田 勝

道の駅良寛の里わしまの「つるし雛まつり」は、
出雲崎町「北国街道妻入り会館」と柏崎市史跡
「飯塚邸」の３施設連携のつるし雛イベント「越
後をつむぐつるし雛街道」の先陣をきって２月１
８日から３月２６日まで３７日間の幕を閉じまし
た。会期中の来場者数は６,０００人となりまし
た。
３施設連携の目的はつるし雛の普及推進と
各施設への相互誘客活動をすすめて、広域間
交流と地域の活性化を図ることです。改めてつ
るし雛による誘客力が実証されました。

和らぎ家ギャラリー展示案内

◇水墨画教室作品展
和らぎ家体験教室の皆さんの力作をご
覧ください。

会期：４月１日（土）～３０日（日）

まだまだ続く 和島・出雲崎・柏崎をつむぐ つるし雛街道スタンプラリー最終ラウンドへ

スタンプラリー景品

●シーユース雷音ペア宿泊券×１

●ミニつるし雛（つり下げ台付）×３

●大崎温泉雪割草の湯ペア入浴券×１
●和島・出雲崎・柏崎の絵葉書セット×３０

豪華プレゼントが当たる！
スタンプラリー応募方法

出雲崎町北国街道妻入り開館
３月３１日（日）終了

良寛の里美術館

柏崎市史跡・飯塚邸
会期：４月１日（土）～５月７日（日）

つるし雛街道 和島、出雲崎、柏崎
の３会場で集めたスタンプの台紙に
必要事項を記入のうえ、「飯塚邸」
の応募箱に入れて下さい。抽選で
素敵なプレゼントが当たります。

締切り：５月７日（日）

平成２９年度展覧会のご案内

入館料：５００円

和らぎ家ギャラリー展示案内（予告）

◇なつかしの映画ポスター展
１００点のポスター
あの日あの頃見た
想いでの作品に
遭遇するかも？
会期：
５月３日（水・祝）
～２１（日）

一挙公開！

時間：午前９時～午後５時

入館者抹茶無料サービス実施（期間４月～１１月の日曜日のみ） ※但し、無料入場券持参の方や入場券なしの方は１席１００円となります。
４月１日（土）
～５月２１日（日）

《全国良寛会
長岡大会記念特別展》

『良寛と近代書家
の名品展』

５月２４日（水）
～７月１９日（水）

近代で活躍し文化勲章
や文化功労章を受章し
た書家の作品と良寛研
究家の書を展示し、見
る人を魅了する良寛書
と比較鑑賞できる展示
です。
・良寛
・村上三島
・青山杉雨
・古谷蒼韻
・成瀬映山 ほか

『わびの結晶
晩年の良寛遺墨選』
良寛終焉の地である和島地
域に伝わる晩年の作他えり
すぐったものを展示し、日本
の心のつつましさ、わびの境
地を良寛文芸に改めて見出
す機会とした展示です。
・良寛
・貞心尼 ほか

７月２２日（土）
～９月１０日（日）

『良寛ゆかりの
人々展』
良寛をめぐる人々にどん
な人々がいたか。それら
の人々の書と良寛書を
見比べてもらう機会とす
る。
特に良寛の生家山本家
に係わる人々の書を多く
展示します。
・良寛
・由之 ・馬之助（泰樹）
・泰世 ・以南
・遍澄 ほか

《秋の特別展》
９月１３日（水）
～１１月１２日（日）

『今良寛と称された
人々展』
良寛没後、各時代各地におい
て、人柄や文芸に優れた「今良
寛」と称される文人が出た。本
展示では新潟県下から時代・
地域の異なる４人を取り上げて
良寛遺墨と並べ「良寛今昔像」
を味わってもらう展示です。
・良寛
・東洋越陳人 ・原宏平
・権田雷斧
・今川魚心子 ほか

１１月１５日（水）
～１２月２６日（火）

１月４日（木）
～３月２９日（木）

『良寛と鳴鶴
・梧竹・黙鳳展』

『親しみやすい
良寛展』

明治の三筆と称され、中
国六朝書を中心に書風
を一変させた鳴鶴。同じ
く三筆の一人で、現代感
覚に通じる書を残した梧
竹など江戸時代以降の
書史を味わってもらう展
示です。
・良寛
・日下部鳴鶴
・中林梧竹 ・前田黙鳳
・今井嵐涯 ほか

美術館に親しんでもら
えるよう、画を多く展
示して、大人から子供
まで親しんでもらえる
展示です。

・良寛
・こしの千涯
・富川潤一
・宮田慈泉 ほか
※同時開催

『つるし雛まつり』
（２/１７～３/２５予定）

お楽しみ食事付き

★ ４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,１８日,２５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

10～12時

・ヨガマット、汗拭きタオル、飲み物持参
１４日（金）10～14時
今月は自由作品作り。

セットで５００円

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
お茶の作法は難しそうでちょっと・・・という方歓迎
・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）

《あつあつきのこの
あんかけ丼》

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
季節の花をアレンジしてみませんか?

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

・お吸い物付
・だんご汁付

６７０円
９５０円

もてなし家

《かき揚げそば/うどん》

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
午前の部：9～10時

・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）

・定員：１０名（事前予約・先着順）

・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,２１日

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

参加費：１０００～１３００円（喫茶付）
持参品：筆記用具（カラーペン）

人気続く２大商品！
和島特産

ガンジー牛乳
春は牛乳が
一番おいしい
季節です

マスコミを
賑わす
人気の

あまさけ

《ガンジーソフトの
エスプレッソかけ》

４８０円

新潟県内人気Ｎｏ，１
ガンジーソフト

◇春メニュー紹介 《和らぎ丼》
旬の山菜や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。
コロネソフト
漬物・味噌汁付

４００円

５００円

７５０円

山菜が人気の
直売所♪

たけのこまつり
５月７日（日）開催
会場：もてなし家

５９５円
加勢牧場

和らぎ家

募集中

※だんご汁付の場合
１０５０円

５００ｍｌ

６７０円

・持参品：習字用具一式

・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！

寺泊産・越後姫
完熟朝採り

６７０円

７日（金）10～12時

２８日（金）10～14時

○やさしい書道教室 ・指導員：佐藤豊雲
・開催日：１２日,２６日（第２,第４水曜日） 募集中

◇山菜
・ふきのとう
・こごみ
・こしあぶら
・たらの芽
・ふき
・せり
・うど
・わらび 他
◇いちご（越後姫）
◇とう菜類
◇しいたけ
◇乾燥野菜
◇剥きクルミ

《 田舎風煮込みうどん 》

・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

・指導員：遠藤ハツイ、羽鳥節子（手まり師範）

◇直売所案内
･･和島・寺泊・与板・出雲崎産・・

《だんご汁と良寛むすび》
当道の駅食事Ｎｏ,１メニュー！

ルーシーダットン：動けばわかる、続けると変わる

・持参品：ハサミ、ピンセット、筆記用具

・指導員：佐々木理江子 ・開催日：１３日
・定員：１５名（事前予約・先着順）

和らぎ家

・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付）

２７日（木）13時30分～15時30分

○トーンチャイム教室

もてなし家

毎月第３金曜日開催となります。

○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
・開催日：１０日,１２日,２４日,２６日
○初めての手まり作り教室
・開催日：９日,２３日

・定員：１０名（事前予約・先着順）

（食事は１０時～１５時）

・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

・定員：１５名（事前予約・先着順）

募集中

喫茶・お食事

８２５ｇ

１１８ｇ

８７０円 ２１０円
八海醸造

４月の休館日
＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
休館日なし

＊もてなし家：３日（月）
（開館時間：９時～１７時）

原材料高騰により平成２９年４月１日から

＊和らぎ家：３日（月）
４日（火）１１日（火）１８日（火）
２５日（火）

３８０円を４００円（税込）に改定いたしました。

（開館時間：９時～１６時３０分）

ガンジーソフトクリーム価格改定のお知らせ

