道の駅良寛の里わしま地域交流ゾーン

「もてなし家」オープン９周年
おかげ様で道の駅良寛の里わし
まの「もてなし家」はオープン９周年
を迎えることができました。これもひ
とえに多くのお客さまと地域の皆さ
まのご支援のおかげと感謝してお
ります。
今後共訪れる方々の憩いと交流
の場としてご利用いただけるよう精
進してまいります。
駅長

４ 月
通信 ：vol １０２号

発行：平成２５年３月２５日

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

◇良寛の里わしまの《つるし雛》長岡市中心地で初のお披露目
ｗ

越後長岡ひなものがたり回遊コースの新スポットとして人気沸騰！
一般社団法人地域ルネッサンス創造機構主催の「大人のひなまつり」（会場：長岡ホテルニュー
オータニ）に道の駅良寛の里わしま《つるし雛作り教室》の生徒さんの労作８０セットが招かれて展
示されました。オープン時から多くの方が訪れ、噂が噂を呼び人波が途切れることなく、１２日間の
会期中見学者数は３０００名を超える大盛況となりました。
《つるし雛教室》には長岡市内外から多くの生徒さんが集まり、楽しい交流の場として親しまれています。
※つるし雛は江戸時代に伊豆の稲取で生まれ、当時は雛飾りを購入できるのは武家や商家などに限られ、せめて雛飾
りの代わりに、愛する子供や孫の為に手作りの雛飾りで初節句を祝いたいという、切ない親心から生まれたのがつるし
雛の由来と言われています。

おばちゃん達の
パワーに
わし麻呂くんも
和島地域の「手まりの会」さんからも吊るし手毬を展示して
負けたー！
いただき一層彩り鮮やかになりました。（最右側）

見学者で賑わう会場

《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

◆茶室“指月亭”で
美術館入館者抹茶無料サービス開始
（期間：４月～１１月まで日曜・祝日のみ）

◇館蔵作品展示 期間：４月１日（月）～６月３日（月）
【良寛ゆかりの人々】・・主として山本家の人々・・
・江戸時代良寛をめぐってどんな人達がいたか。その
人達と良寛の書を展示する。特に山本家に係わる
人々の書を多く展示します。
《良寛、貞心尼、遍澄、由之、泰世、以南、馬之助他》

第４回 良寛さまクイズ

３月１日～３日アオーレ長岡で和島観光協
会主催の拓本展が開催され、多くの来場者
でにぎわいました。和島地域にある良寛の歌
碑や郷土の歴史に関わる石碑が風化したり
忘れかけられたりしている事に注目して、石
碑の文字を拓本で紙に写し取ることにより貴
重な記録として残し、先人の遺訓を見直し顕
彰することに意義があると考え企画しました。
拓本展開催までには、石碑の調査と与板
「拓遊会」や道の駅表具教室のみなさんの多
大なご協力があってようやく展示会開催にこ
ぎつけました。また、今回採拓したもの以外
にもまだ貴重なものがあることもわかってき
ており、引き続き拓本による記録を継続する
予定です。
※和島地域での
拓本展開催は
６月１日～３０日を
予定しています。
（会場：和らぎ家）

◇出前紙芝居で良寛さんに親しんで♪

◇わたしのどろんこ人形展

良寛の里美術館は、難しい書が展示されているというイ
メージで一般には敬遠されがちです。
美術館の役目は、多くの人から展示作品を観賞してもらう
ことですが、先ずは良寛さまに親しんでいただくことだと考
えて、社会福祉協議会和島支所の手配で各集落の《生き生
きサロン》に出かけて、紙芝居、クイズ、かるた遊びやＤＶＤ
（和島の良寛やアニメ）を使って良寛さんの生い立ちや人柄
など逸話を中心にわかりやすく紹介することにしました。
２月２６日「和らぎ家」で島崎集落の《なごみサロン・３９名》
を対象に桑原館長が紙
芝居を行いました。

人形陶芸作家新藤広子（作家名・廣習）さんの
《どろんこ人形》に魅せられて自分もつくり始めた
いという人達が、自分の作った作品をぜひ皆さん
に見ていただき、仲間を増やしてゆきたいという思
いで展示したものです。
期間中、廣習先生のミニどろんこ人形展と楽しい
指導会があり、廣習流どろんこ人形作りの輪の広
がりを感じさせました。
※「廣習流人形陶芸てほどき」１４００円、
ポストカード２１０円など和らぎ家で 販売中！

（写真）

その後、各サロンから
出前や美術館での紙芝
居の要請がきています。
更に幼稚園や学校に
も展開したいと考えて
います。

完成した作品を前にパチリ！

◇菊盛記念美術館で美術の授業

出題：良寛の里美術館

良寛さまに親しむきっかけに ご家族一緒で楽しく考えてみましょう！
１、クイズ応募方法：本用紙に解答を記載の上、美術館まで 持参してください。
正解者には良寛の里美術館・菊盛記念美術館の無料見学と粗品を進呈します。
２、クイズ締切日：平成２５年５月３１日（金）

《設 問》 ※正解と思われる個所に○をつけて下さい。
問１ 私の生まれた家は
問３ 私は岡山の円通寺で何と言う
何家と言うでしょうか？
和尚に師事しましたか？
イ、山田家
イ、秋成和尚
ロ、中村家
ロ、大機和尚
ハ、山本家
ハ、国仙和尚
問２ 私の父の名前は
問４ 私の弟子として仕えた人は
何と言ったでしょうか？
誰でしょうか？
イ、以 南
イ、最 澄
ロ、以 北
ロ、有 願
ハ、以 東
ハ、遍 澄
・年齢（

◇越後長岡わしま
良寛歌碑・石碑拓本展に賞賛の声

歳）・性別 （ 男・女 ）・住所（市町村名まで、番地は不要

）

本物の作品に触れて感性を磨く
２月２１日長岡市立北辰中学校１年生２２名が菊盛記念美術館で美
術の授業の一環として作品を鑑賞しました。授業はあらかじめグルー
プごとに分かれて作品の印象や作者の想いをレポート用紙にまとめ
るという内容です。
はじめて触れた彫刻を見ての素直な思いが溢れたレポートを読ま
せていただき、授業への活用効果を確信しました。これは同美術館
を管理するＮＰＯ法人和島夢来考房が学校側に働きかけて実現した
もので今年で２回目となります。美術館にはロダンや高村光太郎、柳
原義達、朝倉響子など近代日本の代表的な具象彫刻家１５名の作
品２７点を展示しており、全ての作品が周囲どの方向からも観賞でき
るように配置してあり、教科書や美術図鑑
の写真では知りえない作者の想いや作品
の魅力などを感じ取ることができます。
※地域の素晴らしい美術館の活用方法に
ついて皆さまのご意見をお聞かせ下さい。
☎０２５８－４１－８１１０ 山田まで

お楽しみ昼食付き

イベント・体験教室案内

★４月

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～21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、３０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４０００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、２７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（長岡市）
・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：１０００円（講師料＋ケーキセット）
午前の部募集締切ました
・定員：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：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円（昼食付：おむすび＋だんご汁）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）
○アロマクラフト教室
２０日（土）14～15時30分
毎月第３土曜日に開催しています
・指導員：認定インストラクター梅澤寿美子
・参加費：１３００円（ケーキセット付、材料費込）
・定員：１０名（事前予約・先着順）
・今月はアロマの香水作りです
○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
定員になりました
・開催日：水曜組１０日、２４日・月曜組８日、２２日
・参加費：1３００円（お楽しみ昼食付）
○初めての生け花教室
１８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１０００円）
・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
２７日（土）10～12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
・持参品：ハサミ、ピンセット
・定員：１５名（事前予約・先着順）

○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：１５名（事前予約・先着順）
・参加費：１０００円（ケーキセット代含む）

☆５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
○アロマクラフト教室
○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

開催日
７,２１,２８日
１０日
１１日
１１日,２５日
１７日
１５日,２９日
９日,２３日
１０日
１８日
水曜組 ８日,２２日
月曜組１３日,２７日
１６日
２５日
２３日
２４日

《和らぎ家春蘭展》
◇出展者：渡辺治雄さん
会 期：３月９日（土）
～４月２１日（日）

見つけよう伝えよう和島の自まん！

・参加費：１４００円（昼食付：おむすび＋だんご汁）+材料費別
２５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?

・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
２６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円（昼食付：おむすび＋だんご汁） 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
１３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）
・持参品：デジタルカメラ（コンパクト、一眼レフ問いません）

道の駅でゆっくり

喫茶メニュー
もてなし家１０時～１６時半
和らぎ家 １０時～１５時半

《コーヒー》

３００円

《ガンジーみるく》

３００円

《米粉シフォンケーキ》

２００円
ガンジーソフトメニュー
《ソフト》

《コロネソフト》

３５０円

写真が好きな方、きれいに撮りたい方おいでください

《農産物直売所》
・春の山菜が満載

◇春メニュー紹介

《和らぎ丼》

一足早い春の味をご用意いたします！
ふきのとう、うど、うるい、こごみ、タラの芽、わらび、
こしあぶら、山みずな、せり・・・・

・好評 越後姫
（長岡寺泊産）

春の味ふきのとうやあおさ
（海草）と一緒に新鮮な地
元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。（和らぎ家限定）

４８０円
和らぎ家限定

《和らぎ家ギャラリー》
◇よりみち街道『中越』
フォトコンテスト
２０１２入賞作品展示
会期：４月２０日（土）
～５月１２日（日）
よりみち街道『中越』クラブでは、
中越地域の魅力を多くの方に知っ
ていただき、地域の復興と活性化
を支援することを目的に２００６年
からフォトコンテストを開催してい
ます。

５００円
《和らぎ家ギャラリー》
◇「水墨画教室作品展」
会期：３月１６日
～４月１８日（木）まで
「もてなし家」で４月７日頃まで展示

和島小学校３年生は、総合学習で「見つけよう伝えよう和島の自まん」をテーマに
学習をしてきました。そのまとめとして、自分の住んでいる地域の自まんをポスター
に、和島全体の自まんをパンフレットにまとめて、多くの人に見てもらいたいと地域
の情報発信基地である道の駅に展示しました。
大人でも自分の住んでいる地
域の自慢を説明するのは簡単
にはできないのによく調べてわ
かりやすくまとめてあると、お客
様からおほめの声が多く寄せ
られました。いつまでも地域の
自慢を心に持ち続けて下さい。 パンフレット
ポスターと３年生

５月１８日（土）～６月３０日（日）小国芸術村
（長岡市小国地域）で水墨画教室の作品展
示を行います。問合せ先：長岡市小国支所
地域振興課☎０２５８－９５－５９０５

◇消防訓練実施
３月４日良寛の里美術館で与板消防
署の指導のもとスタッフの消防訓練を実
施しました。また消火訓練には道の駅の
スタッフも参加して消火器を使って体験
をしました。署員の方から施設の管理者
が行うべき「お客様の安全と施設の防火
・消火の重要性」
についてお話があ
り、一同改めて日
頃の訓練の大切さ
を認識しました。

最優秀賞
早川恭弘 「夕刻の歌」

４月の休館日
＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
：無休
（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家 ： １日（月）
（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家
（開館時間：９時
～１６時３０分）

： ２日（火）、 ９日（火）
１６日（火）、２３日（火）

