１２月の休館日（年末年始）
＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
：１２/２９（日）～１/３（金）
（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家 ：２日（月）
：１２/２９（日）～１/２（木）
（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家 ：２日（月） ３日（火）
１０日（火）１７日（火）
１２/２３（月）～１/７（火）
（開館時間：９時～１６時 ）

１２月
通信 ：vol １８０号

発行：令和元年１１月２１日

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房
◇和らぎ家ギャラリー展示案内

戦後の食糧難を救った
サツマイモも今や「焼い
も」を通して進化、人気
のスイーツとなりました。
いもは熟成した「紅はる
か」を使用しています。

デジカメ教室作品展

”焼いもスイーツ”続々メニュー化！
◆焼きいもサンデー
和島特産ガンジーソフトをベースにトッピングは焼いもを
たっぷり使用。仕上げは同じく焼いもを無添加・手作りした
ソースをたっぷり使用しました。

焼いもサンデー ６００円

◆焼きいもようかん
焼きいもと寒天で作ったようかん。食感と味はなめらかに
光 華
仕上げました。

道の駅デジカメ教室の皆さんが１年
間撮り続けた作品の中から選んだ秀
作をごらんください。
会期：１２月７（土）～２２日（日）
時間：９時から１６時

・おこわ団子
・豆もち
・よもぎもち
・カレー豆
・和風クッキー
・青じそご飯

●同時開催ギャラリーコンサート

（ふりかけ）

出演者
１５日（日）「K２」バンド
２２日（日）スイングブラザーズ
開催時間
１３時３０分～１４時３０分

焼いもようかん ２００円

（土日祝日出勤あり）

セットで ５００円

館内に漂う哀愁の音色♪
【長岡二響の会】のおさらい演奏会が菊盛記念美術館
の展示室で開催されました。なじみのある「蘇州夜曲」
や「シルクロード」に、童謡や唱歌など様々な曲の演奏
が続き、楽しいひ
と時を過ごすこと
ができました。
※美術館を使用して、
演奏会を希望される方
は使用条件などご相談
承ります。
0258-41-8110
もてなし家 山田

良寛の里美術館展示案内

伊藤若冲の「鳥獣花木図屏風」を
切手貼り絵で再現！
作者は長岡市在住の岩坂 薫さん。
約２年半余りで制作した労作で、見る人に感動を与
える展示会となりました。（会期１２月１日まで）

ｶﾞﾝｼﾞｰ牛

切手数
17,000枚
R1,11,3～12,1 和らぎ家ギャラリー
 0258-74-3700

良寛と尾竹３兄弟絵画展
会期：１１月１３日（水）～１２月２６日（木）
時間：９時～１７時
尾竹（おたけ）３兄弟は明治から昭和期にか
けての日本画家で、現在の新潟市出身で
ある。
長男は越堂（えつどう）、次男は竹坡（ちくは）、
三男は国観（こっかん）で、それぞれに画業の
多様性と画技を示した。
３兄弟の展示作品数３２点
良寛書と絵画を楽しめる展示です。
・良寛 ・尾竹越堂 ・竹坡 ・国観 ほか
写真左より

・越堂・竹堂合作 「桜花花鳥図」
・竹坡 「寒山拾得図」
・国観 「漁樵問答図」

● 新春展覧会案内

第４回「和島地域及び近隣の所蔵品展」

加勢牧場のガンジープリン
好評販売中

六曲屏風
幅 3,6m
高 1,7m

良寛の里美術館

私たちと一緒に
働きませんか☺☺

休日：勤務表によるシフト制
有給休暇制度：あり
待遇：時給８３０円～
詳細面談時説明
連絡先：道の駅 担当山田
０２５８－４１－８１１０

※「焼いもようかん」と
「焼いもケーキ」は各々
ガンジー牛乳と
焼いもケーキ ２００円

６５０円
３６０円
３６０円
２７０円
３８０円
５４０円

職種：厨房調理作業 １名
勤務時間：
８：３０～１６：００（休憩１時間）
勤務日数：１０～１５日

◆焼きいもケーキ
生地も、ソースも焼いも丸ごとケーキです。

・・・まだまだ続いてでます。ご期待ください・・・

ちょっと手が伸びる
人気商品

１月４日（土）～３月３０日（月）
普段見ることのできない所蔵家のお宝を展示いたします。

各３８０円
・ガンジー牛乳をたっぷ
り使った

カスタードプリン

・搾りたてのガンジー牛乳
にバニラを加えた

ミルクプリン

国民文化祭・にいがた２０１９「詩フェスティバル」文芸散策ツアー

”歌人・良寛さまゆかりの地を巡る
俳句・短歌 選者同行の出雲崎・和島吟行の旅”
良寛ゆかりの地、柏崎市・出雲崎町をバスで巡りながら作
り上げた作品を出雲崎町教育委員会で取りまとめ、和島で
俳句・短歌それぞれの選者が審査し、結果発表会と表彰式
が開催されました。ツアー参加者は良寛の里美術館見学と
道の駅での買い物を楽しみ、帰路につかれました。
二
人
よ
り
鈍ひ
色と
の り
海の
佐時
渡間
も選
見ん
て だ
いの
る
選者による発表風景 R1,10,27 和らぎ家

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

★１２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
・代表：藤田博仁
○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
・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：１３８０円（昼食付）材料費別
○生け花教室
会場もてなし
・指導員：認定講師・由井裕子
・定員：１５名（事前予約・先着順）
○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

・参加費：８８０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

・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
会場もてなし
・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
１２月お休み
・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）
１２月お休み
・参加費：１２００円（ケーキセット代含む）
○簡単体操ピラティス 開催日： ８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：９日,１１日
○手まり教室
・開催日：８日,２２日

２７日（金）13時30分～15時30分

２０日（金）10～14時

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

・参加費：１回１５８０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。

・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）
２８日（土）10～12時
生け花に挑戦！初めての方歓迎
・参加費：１３８０円（お楽しみ昼食付）＋花材費
・持参品：花バサミ
６日（金）10～12時

５００円

お茶の作法は難しそうでちょっと・・・という方歓迎

（和らぎ家限定）

《だんご汁と良寛むすび》

当道の駅食事Ｎｏ,１
３８０円

・参加費：１６８０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：１７８０円～（昼食付）+材料費別
季節の花をアレンジしてみませんか?

日（金）10～14時

１７０円
セットで ５５０円

・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

《田舎風煮込みうどん》

和紙を貼るだけで素敵な作品ができます

・参加費：１２５０～１５８０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
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）
写真が好きな方、きれいに撮りたい方おいでください
午前の部：9～10時

７００円

体幹をきたえて、やせやすい体を作りましょう！

・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：１５８０円～（お好み昼食付） 材料費別

・指導員：佐々木理江子
・定員：１５名（事前予約・先着順）

コロネソフト

４００円
初心者歓迎！

・定員：１０名（事前予約・先着順）

○トーンチャイム教室

和島特産ガンジーソフト

毎月第３金曜日開催となります。

○書道教室 ・指導員：佐藤豊雲
・開催日：１１日,１８日

・定員：１5名（事前予約・先着順）

（食事は１０時～１５時）

・参加費：１３８０円（お楽しみ昼食付）
・持参品：習字用大筆１本、ふきん、下敷き

・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1５８０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：１２５０円～１５８０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：１５８０円（お楽しみ昼食付）＋月刊誌代６00円（個人で購入）

・指導員：遠藤ハツイ、羽鳥節子（手まり師範）

喫茶・お食事

《あんかけうどん》

７００円

・持参品：習字用具一式

《あつあつきのこのあんかけ丼》

・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！
参加費：１３００円（喫茶付）

持参品：筆記用具（カラーペン）
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：１５８０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)
楽々前結びで着付レッスンを始めませんか？
○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
認定資格：（社）日本伝統インストラクター
※ウイークデーの開催要望に応えて開設しました
参加費：１５８０円（昼食付）
募集中
・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
・参加費：１回１５８０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）
10～14時
10月から２月までの５回コースです
○つるし雛作り教室 ・指導員：清水シゲ子
・開催日：５日,７日,１５日,１９日
・参加費：１回１５８０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
○着付教室 ・指導員：新田安江

農産物直売所長岡市産・出雲崎町産

９時～１６時３０分

アスパラ菜、白菜
大根、ねぎ、かぼちゃ、など
特産地直送果物
りんご （長野県安曇野市〉
◆土壌改良剤

竹パウダー、竹炭
もみ殻くん炭
◆新発売

「雑草ガード」

竹パウダーであぜ道の雑草
抑制効果を確認しました。
お試し価格で販売中！
◆竹パウダー散布水田産

「こしひかり」
◆

新そば粉、新酒かす
入荷

１,４５０円
ねっとりと甘～い
焼きいも「紅はるか」

香りが
よく
長持ち
する

ストック

和らぎ家限定

《カツ丼》

もつ煮込み定食ＤＸ（デラックス）
２０１９秋展開中のデスティネーションキャンペーン
（新潟・庄内ＤＣ）日本海美食旅は１２月で終了します。
「もつ煮込みDX」は道の駅良寛の里わしま「もてなし
家」オリジナルメニューです。キャンペーン終了後もメ
ニューとして継続しますので、ご利用ください。

◆野菜・果物

漬物・味噌汁付７２０円
※だんご汁付の場合１,０５０円

《ガンジーソフトの
エスプレッソかけ》
和らぎ家の人気メニュー
ガンジーソフトに濃厚なイタリアンコーヒー
ゆっくりと
おくつろぎ
ください

道の駅名物
だんご汁
おぼろ豆腐
ガンジーソフト 付

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が
多く寄せられています。
●もつ煮込み
６００円
●もつ煮込み定食（吸い物付） ８００円

漬物・味噌汁付７５０円
※だんご汁付の場合１,０８０円

もつ煮込み
お持ち帰り
パック
１袋１,２５０円
要冷蔵 ８００ｇ
（２～３人前）

４８０円

Ｉｎｓｔａｇｒｍ
道の駅良寛の里わしま
ＱＲコード

