
通信 ：vol １７７号　　発行：令和元年８月２１日　　長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

　　

　

　

９ 月

光 華

９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 ：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）

（開館時間：９時～１６時３０分）

和島産コシヒカリの美味しさが

詰まった各種おむすび ☺☺

食事メニュー、お持ち帰り用双方に

対応しています。

新米
コシヒカリ

９月中旬 頃～

コシヒカリの

うまみを

そのままに

「塩むすび」
（２個セット）

明治から続く

長岡吉田屋

とうふ店秘伝の

あぶらげを使った

「黒いなり」

生姜味噌を

塗って焼いた

「けんさ焼き」

シャケ、おかか、梅干し

３種類の具が入った

人気NO,1の「良寛むすび」

※催事のご用命も承ります

各 １５０円

各地域には伝統文化の保存に努めている所蔵家がおられ

ます。今回の特別展はそのような方々の中から、糸魚川市

に住する所蔵家のご協力を得て、良寛ゆかりの人々や２０

世紀の美術を代表する巨匠たちの書画を展示し、それぞれ

の人生観から生み出された芸術と良寛書を対比して見つめ

る機会を提供するものです。
●講演会

演 題 「足るを知るこころ」

日 時 令和元年１０月２０日（日）午後１時３０分～３時

講 師 国上山本覚院住職 渋谷隆阿

会 場 道の駅良寛の里わしま内「お休み処 和らぎ家」

参加費 無料

●展示作品説明会

日 時：令和元年１０月２０日（日）午後３時２０分～４時

講 師：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

参加費：無料

●展示作品 良寛・御風・靫彦・志功他 約３０

『わしマップ』展
和島地域を切り取りマップで案内

地元フォトグラファーが写真で紹介！
主催：新潟ＩＧＭネットワーク

日時：９月５日（木）～９月２９日（日） ９時～１６時

会場：和らぎ家ギャラリー

「わしマップ」は和島地域ならではのステキな原風景

や、伝統的なお祭りやイベントの様子などを写真と

マップで紹介します。

ＩＧＭネットワークは発足したばかりの写真家集団です。

各地域のイベントなどを撮影しＳＭＳ上に発信したりし

て、お互いの技術の向上を図ってきており、今回初め

て展示会を開催するものです。

手作りシロップの

美味しさ納得！

ありがとう

ガンジー号

ガンジー号は平成２３年に道

の駅良寛の里わしまが和島

地域のＰＲ用移動販売車とし

て導入。各地域のイベントに

出店し、現在では道の駅とい

えば「ガンジーソフト」と和島

地域への誘客に大きな貢献

をしましたが、残念ながら車

両の老朽化などの事情によ

り廃車を決定しました。出店

の機会をいただいた各地域

のみなさまに感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。

●主なガンジー号出店先
花いっぱいフェア、とちお自慢

市、サイクルチャレンジ、長岡ま

つり、桐原の郷夏まつり、燕三

条地場産センター、ふるさと村

畜産フェスタ、米百俵まつり、中

之島産業まつり、野菜クオーレ

まつり、天領の里、市民活動

フェスタ他 多数

最後の出店先：トキみ～て１周年祭

Ｒ１，８，１８

御風父子合作「良寛さまをおもふ」 棟方志功「華処」

安田靫彦 自画讃

良寛「芳草連天春将暮」詩書

御風 紅葉を漉き込んだ詠書



★９月　※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。

○表具教室 　　　（土） 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：１４日,２８日 ・参加費：８００円（お楽しみ昼食付、材料費別）
・代表：藤田博仁 ・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：４日,１８日 　10～11時30分 健康のために楽しく声を出しませんか？

・指導員：音楽療法士・佐々木理江子 ・参加費：１回１２００円（講師料＋ケーキセット）　　
・定員：各２０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 ２０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：１２日,２６日  10～11時30分 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１５００円（お楽しみ昼食付）　
・定員：１５名（事前予約・先着順）　　　　 ・ヨガマット、汗拭きタオル、飲み物持参

○パッチワーク教室 ・指導員：和島コットンクラブ １３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：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）
○生け花教室 １９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
・定員：１５名（事前予約・先着順） ・持参品：花バサミ
○お茶作法教室　（会場：茶室「指月亭」） 　６日（金）10～12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　 ２１日（土）10～14時 毎月第３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：１７００円～（昼食付）+材料費別　

・定員：１５名（事前予約・先着順）　 ・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 ２６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?

・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
・定員：１５名（事前予約・先着順） ・持参品：花バサミ
○ちぎり絵教室 ２７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
・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
○デジカメ教室　・指導員：坂田広次 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）」
・定員：２０名（事前予約・先着順） ・持参品：デジタルカメラ（コンパクト、一眼レフ問いません）
・参加費：１２００円（ケーキセット代含む） 写真が好きな方、きれいに撮りたい方おいでください
○簡単体操ピラティス 開催日：８日,２２日 午前の部：9～10時 体幹をきたえて、やせやすい体を作りましょう！

・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：９日,１１日,２５日 ・参加費：１回1５００円（お楽しみ昼食付）
○手まり教室 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：８日,２２日 ・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

○書道教室　・指導員：佐藤豊雲 10～12時 もう一回習字に挑戦してみませんか。

・開催日：１１日,２５日 ・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　　　　・持参品：習字用具一式

○鎌倉彫教室　 ・指導員：船場永喜 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

・開催日：６日,２０日 ・参加費：１５００円～（お好み昼食付）　材料費別
・定員：１０名（事前予約・先着順） ・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）

○トーンチャイム教室 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！
・指導員：佐々木理江子　 参加費：１３００円（喫茶付）
・定員：１５名（事前予約・先着順） 持参品：筆記用具（カラーペン）

○着付教室　・指導員：新田安江　 　１日（日）1０時～1２時 気軽に着付を楽しみませんか。着物・小物貸し出します

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、伊達絞め)
○初めての花むすび教室　　・指導員：高橋志保子　　　９日（月）１０時～１２時 楽々前結びで着付レッスンを始めませんか？

認定資格：（社）日本伝統インストラクター 参加費：１５００円（昼食付） ※ウイークデーの開催要望に応えて開設しました

・定員：５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、伊達絞め)
○版画教室 ・指導員：船場永喜 10～14時 季節の草花や野菜等を版画にして絵手紙作りを楽しみましょう

・開催日：９日,２３日 ・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付・材料費別）
・各定員：８名（事前予約・先着順） ・持参品：彫刻刀、下敷き（布）、歯ブラシ（硬めのもの）

○つるし雛作り教室　・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：１５日,２９日 ・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付・材料費別）
※今年度の募集は終了しました ・持参品：裁縫道具一式、目打ち、ボンド

　

　Instagrm

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TEL０２５８－４１－８９００ 新規教室開催募集中 喫茶・お食事
（食事は１０時～１５時）

《だんご汁と良寛むすび》

４００円 コロネソフト

５００円
（和らぎ家限定）

当道の駅食事Ｎｏ,１

和島特産ガンジーソフト

新規開催

《冷やしぶっかけそば/うどん》

セットで５００円

《天 丼》

竹パウダー出張ＰＲ
長岡青年会議所主催のＮＡＧＡＯＫＡ

未来創造博（R1/8/10,11）に、和島地

域から竹林整備による環境保全に

取りくむ「竹姫工房」（代表大矢富士

男さん）が、伐採した竹を粉末にして

乳酸発酵させた土壌改良剤

「竹パウダー」や「竹炭」の商品化事

業のＰＲに参加しました。

竹パウダーは漬物の糠床としても効

果があり、女性部が漬けたナスや

キュウリの試食は大好評でした。

和らぎ家限定

漬物・味噌汁付１,０００円
※だんご汁付の場合１,３００円

もてなし家春夏限定

《カツ丼》

良寛の里わしまＱＲコード

７５０円

７００円

夏ばてのスタミナ回復には

ガンジー牛乳入り「もつ煮込み定食」

大好評！道の駅もつ煮込み

ガンジー牛乳で仕上げてあるので、もつ特有

の臭みがなく、柔らかくて美味しいとの声
●もつ煮込み ６００円

●もつ煮込み定食（上記写真・吸い物付） ８００円

●もつ煮込み定食ＤＸ（デラックス） １４５０円

（道の駅名物だんご汁、ガンジーソフト付）

お持ち帰り用

もつ煮込み
１袋１,２５０円

要冷蔵 ８００ｇ

９月の農産物直売所
長岡市産・出雲崎町産 午前９時～午後４時

なす、ピーマン、にんにく、かぐらなんばん、ずい

き、糸うり、ブルーベリー、大根菜、オクラ、エゴマ、

ハーブ、かぼちゃ、あじみ菜、アスパラ菜、

ムカゴ、さつまいも、ぶどう、梨、いちじく、柿など

◆土壌改良剤好評発売中！
竹パウダー、竹炭、もみ殻くん炭

今年も大好評

中之口産

ぶどう

産地直送

今季採れたブルーベリー、ブラックベリーは冷凍加工用

（ジャムなど）として販売しています。
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