わし麻呂くんと

パネル写真を撮ろう♪
…道の駅に記念撮影用
顔出しパネル２台設置…

１０月
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道の駅良寛の里わしま

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

秋の感謝祭

見て・食べて・楽しんで

１０月２９日（日）

長岡技科大留学生 お国自慢料理販売

◇秋の野菜・果物大売出し ・・・ ９時～１６時
◇物産販売・ＰＲコーナー ・・・１０時～１５時

・ベトナム ：チキンフォー他２メニュー
・スリランカ （セイロン紅茶で有名なスリランカ）
：・コープにいがた
ココナッツロティセット
イエローライスセット

・寺泊、与板、小国、川口、栃尾の出張販売
・コープにいがた（コープ商品試食会）

◇アトラクション

・・・・１０時～１２時

もてなし家前芝生広場

道の駅の
思い出に
１枚

※時間割変更する場合あります

・バンド演奏・スコップ三味線・よさこいソーラン
・太鼓競演
・・・・・・１３時～１４時

加勢牧場の
ヤギもくるよ
わしまの
ゆるキャラ
わし麻呂くん

警察車両試乗会
道路情報ターミナル前

人の安心安全を守る車両に触れてみよう

スリランカ

みんなで交通事故を
なくしましょう！

除雪車両・工事車両の試乗会
冬の道路除雪や道路メンテナンスに
活躍する車両が道の駅に集結します

与板警察署

感謝をこめて

ベトナム

楽しいな どろんこ人形作り！
今年も「どろんこ人形」作
り体験に県内各地から
多くの参加がありました。

先着１００名様

◇もちつき体験とおもちのふるまい
１４時１５分から（１４時頃整理券配布）

廣習流
人形作家
新藤廣子
先生

◇道の駅名物 だんご汁のふるまい
１４時４０分から（１４時３０分頃整理券配布）

国土交通省長岡国道事務所

※写真はイメージです

関

え！アオーレ長岡が和島にあった？
※写真はイメージです

新潟県の文化財指定から２０年
道の駅良寛の里わしま「もてなし家」の隣にある「八幡林遺跡」は国道１１６号和島バ
イパス建設工事をきっかけに、平成２～５年度に発掘調査が行われました。その結果、
越後国古志郡（現在の長岡市と周辺地域）の中心的な役所（官衙・かんが）であること
がわかりました。簡単に言うと奈良・平安時代にアオーレ長岡があったことになります。
貴重な遺跡であることが分かったため、平成7年には「八幡林官衙遺跡」として国史跡と
なりました。

木簡「沼垂城」

豊富な出土品を展示
出土品には役所にかかわる文物が含まれています。木簡や墨書土器など役所の実
態が分かる豊富な文字資料のほか、装飾品、奈良三彩や漆器などの高級品もありま
す。中でも沼垂城（ぬたりのき）と書かれた木管の発見は、衝撃的なニュースとして全国
に報道されました。日本書紀に記された蝦夷に対する前線基地「渟足柵（ぬたりのさ
く）」が実在することを照明したこの木簡は、日本古代史の解明に大きく貢献しました。
主催：長岡市立科学博物館

良寛の里美術館展示案内
０２５８－７４－３７００
時間：午前９時～午後５時
入館料：５００円
●美術館入館者
抹茶無料サービス
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。

墨書土器「大領」

（木簡解読講座申し込み先 ０２５８－３２－０５４６）

『今良寛と称された人々展』

・良寛
・東洋越陳人
・権田雷斧

・原 宏平
・今川魚心子 ほか
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《講演会》
演題：「今良寛さんの魅力」

《秋の特別展》
９月１３日（水）～１１月１２日（日）
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。
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日時：１０月９日（月・祝）
午後１時半～３時
講師：岡村鉄琴

上 今川魚心子
「自画讃 喫茶去」
右

原 宏平
自詠書「花」

（越佐文人研究会代表）
会場：道の駅
良寛の里わしま「和らぎ家」
参加費：無料
※講演会終了後、秋の特別展会場
にて、岡村講師による作品説明会を
行います。

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：３日,１７日,３１日
・指導員：長岡市まちの先生・柳 昌雲
○表具作り教室
・開催日：１４日,２８日
・指導員：五十嵐賢一
○歌って♪脳トレ教室 開催日：４日,１８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：１２日,２６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
２０日（金）10～14時

もてなし家
和らぎ家
《だんご汁と良寛むすび》
当道の駅食事Ｎｏ,１メニュー！

毎月第３金曜日開催となります。

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）
・ヨガマット、汗拭きタオル、飲み物持参
１３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）
１９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
６日（金）10～12時

《 田舎風煮込みうどん 》

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）
２１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

・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
・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：１日,２２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：２３日,２５日
○初めての手まり作り教室
・開催日：８日,２２日

２６日（木）13時30分～15時30分

・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：６日,２０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

６７０円
《あつあつきのこの
あんかけ丼/うどん》

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
２７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
１４（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

６７０円

《カツ丼》

１６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

７００円

・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
・指導員：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
10～12時
もう一回習字に挑戦してみませんか。
○書道教室 ・指導員：佐藤豊雲
募集中
・開催日：１１日,２５日（第２,第４水曜日）
・参加費：１５００円（お楽しみ昼食付）＋月刊誌代６00円（個人で購入）

○トーンチャイム教室

（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）

・定員：１０名（事前予約・先着順）

喫茶・お食事

和らぎ家

《ガンジーソフトの
エスプレッソかけ》

４８０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）
１２日(木)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！

新潟県内人気Ｎｏ，１
ガンジーソフト

参加費：１０００～１３００円（喫茶付）
持参品：筆記用具（カラーペン）
○初めての着付教室 ・指導員：新田安江
１９日（木）13時30分～15時 小物を使って自分らしい装いで一緒に出掛けましょう。
認定資格：全日本和装コンサルタント（和装前結びJTTI） 参加費：１２００～１５００円（昼食または喫茶付）
・定員：１０名（事前予約・先着順）
持参品：着物、帯、長襦袢、小物一式(ひも2～3本、コーリンベルト、伊達じめ)
・指導員：佐々木理江子
・定員：１５名（事前予約・先着順）

「塩むすび」に込めた
新米「里山コシヒカリ」
今年も好評販売中！

自分で弾けた二胡の音色楽し
哀愁を帯びた音色で知られる中国の楽器二
胡に魅せられた人達が集い、講師の方々よ
り手ほどきを受けました。
二胡に興味のある方は２回目のお試し教室
を開催しますので気軽にお出でください。

５ｋｇ ２,５００円 ２ｋｇ１,０００円

「良寛への道・染絵展」
会期：１０月１４日（土）～２９日（日）
※休館日：１７日（火）、２４日（火）
時間：９時から１６時３０分

◎土曜、日曜日 全国でも珍しい
「染めの公開製作」を会場で実施
します。

塩むすび
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。

◆和らぎ家ギャラリー
村山雨景の世界

問合せ先：和らぎ家
０２５８－４１－８９００
※楽器は用意してあります。

日時：１０月１８日（水）１３時３０分～１５時
参加費：１５００円（ケーキセット付）

和島特産 自然薯まつり 予告
日時：平成２９年１１月２６日（日）
９時～１５時（売切れ次第終了）

コロネソフト

４００円

５００円

１０月の休館日
＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
：休館日なし
（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：２日（月）
３日（火）１０日（火）１７日（火）
２４日（火）３１日（火）
（開館時間：９時～１６時３０分）

