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ながおか市民協働センターが毎月発行する情報誌「らこって」を始め、長岡の市民
活動団体からのお知らせや支援情報などを毎月1回お届けします。ご希望の方は
市民協働センターまでお気軽にお問い合わせください。

　「病は気から」と言われるように、心と体はリンクしていま
す。そして病にかからないように予防することも大切です。そ
のために、こころぷらんでは健康に関する正しい知識を知っ
てもらう機会として、心と体の健康や生涯学習に関するセミ
ナーなどを実施。整体師や管理栄養士、カウンセラーなど
様々な分野のプロが集まり、より健康的で人間性豊かな社会
づくりに寄与することを目的として活動しています。

長岡フレッシュ長岡フレッシュ
団体PickUp！団体PickUp！

KirariKirari★地域地域の

魅力魅力みーつけつけた！

むすび隊とは？...長岡各地の出来事や地域の宝を市民目線で探して、発信していくメン
バーたちです。市民協働センターウェブサイト「コライト」にて地域コラムを連載中！　

　「田んぼしかない」とは、平野の郊外に住む僕ら定番の自虐フ
レーズ。しかし、通勤通学、通院と、交通の便が良いのが平地の
魅力！さらに、住みやすさの根底に歴史文化の深みがある新組
地区。写真は、かつて貞心尼が住んだ草庵を再建した閻魔堂。地
元花火師が打ち上げる『花火の郷しんぐみ煙火大会』では、地域
の歴史をテーマにした花火が打ち上げられます。何もないけれ
ど、暮らしやすい。そして、地元の楽しさを新しく作り上げて行く
工夫が新組地区にはあります。

長岡地域むすび隊

恩田 富太さん

長岡市の市民活動応援番組。FMな
がおか山田光枝と、NPO法人市民
協働ネットワーク長岡のスタッフ
が、若手市民団体やサークルなど
を体験取材に向かいます！

検索コライト

■放送局：80.7MHz FMながおか
■放送日：毎週月曜日
17時頃～（10分間）※第5月曜を除く
■過去の放送：市民協働センター
ウェブサイト「コライト」で配信中！

魅力的な若手を「つながるラジオ」で紹介中！魅力的な若手を「つながるラジオ」で紹介中！

知る、つながる、好きになる  ながおか市民活動情報誌

和島地域特集
WA S H I M A

特定非営利活動法人 こころぷらん特定非営利活動法人 こころぷらん
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設
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【登場団体】農業で住みます芸人in長岡 チカコホンマさんと和島中沢地区 大矢作雄さん／和島の宝地域づくりネットワーク会議／よさこいサークル「わしま颯」
「和ごころ」／ほら貝隊／わしまワンダーランド／弓踊り保存振興会／北辰中学校／NPO法人和島夢来考房／NPO法人こころぷらん／和島地域むすび隊／長岡地域むすび隊

市民のチカラ市民協働センター

からのお知らせ info

　ながおか市民協働センターの
webサイト「コライト」が、リ
ニューアルされたのはお気づき
ですか？市内の市民活動イベン
トや各種募集情報、市民活動団
体紹介など多様なコンテンツが、
以前にも増して利用しやすくなり
ました。スタッフコラムや活動レ
ポートなどの市民活動に“効く”
読み物も充実しております。あな
たの市民活動をサポートする「コ
ライト」、ぜひご覧ください。

掲載団体に

ついて知り
たい方は

お問い合わ
せ

ください。
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地域交流の
中心となる
ゲストハウスに
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56回
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ウ
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webサイト・コライトを使ってみよう！ webサイト・コライトを使ってみよう！ 

長岡地域長岡地域

平野の真ん中に
住んでいて思う、
長岡の住みやすさ

平野の真ん中に
住んでいて思う、
長岡の住みやすさ
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六夜祭と弓踊り六夜祭と弓踊り

はちすば通りはちすば通り
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良寛の里わしま
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面　積：31.86km2

人　口：4,204人

世帯数：1,335世帯

（平成28年8月1日現在）

　移住して５ヵ月。野菜も採れ、今月はいよい

よ稲刈り。地域の方々に支えられて、日々頑

張っています。お米も野菜も、そして私も、皆さ

んのお陰でスクスク育っています。是非、お

米が採れた際には、食べに来てくださ

い！来年の3月まで走り続けるぞー！

チカコホンマさん

地域
の声

　田んぼ、畑、住まい、和島の各地区に拠点を置く

チカコさんへ、和島中沢地区で米づくりを教えてい

ます。はじめは「こんな若い子が！」と心配しました

がよくやってくれています。地区を行き来するチ

カコさんを見て声を掛ける住人も増え、地区

が明るくなってきました。

和島中沢地区　大矢作雄さん

和島地域で
1年間農業に取り組む

和島地域で
1年間農業に取り組む

和島
WASH IMA

　海が近く、森林資源にも恵まれた和島

地域。自然災害も比較的少なく、奈良・平

安時代の八幡林官衙遺跡からは多数の木

簡が見つかるなど、古くから人が住み着い

てきた地です。僧であり歌人の良寛が晩年

を過ごした地である他にも、鎌倉時代の

築城とされる村岡城址や、越後鉄道（現在

のJR越後線）創業者の屋敷など歴史資源

に恵まれています。「和島の子は素直」と言

われるように温厚な人が多く、協力し合っ

て地域の魅力を活かそうとしています。

　8月14・15・16日はふる
さとわしままつり。和島音頭
というものがあり、それぞれの地区ごとに浴衣を
着て『♪みんな輪～になれ和の心～よいしょ！』と
民踊流しをして楽しかった思い出があります。数年
前から全員での民踊流しがなくなってしまったの
が残念ですが、いつかまた、あの民踊流しが行わ
れる日が来るといいな～と思っています。子育てを
して1年。我が子にも受け継いでいきたい和の心
なのです。

和島地域むすび隊

田辺 茜さん

和島の
和の心！
わしままつり

和島の
和の心！
わしままつり

　かつては各集落の青年会が
農休日などを知らせる伝達手
段として吹いた「ほら貝」。大河
ドラマ「天地人」をきっかけに、
平成21年に「ほら貝隊」が旗
揚げされ、四半世紀ぶりに和
島にほら貝の音が響いていま
す。ふるさとわしままつりでの
竹灯籠点火や、小学校の運動
会での騎馬戦の号令、そして
川口まつりの武者行列などで
ほら貝を吹き鳴らし、地域内外
で存在感を放っています。

勇ましく響き渡る
「ほら貝」の音

ほら貝隊

チカコホンマさんと受入地域の中沢地区

　和島で活動する2つのよさこいサークルはママの大切な居場所。
「わしま颯（はやて）」は、親子で楽しく体を動かす場をつくろうと平
成16年に活動を始め、地域のまつりや福祉施設で踊りを披露して
います。平成24年結成の「和ごころ」は地域外のイベントにも積極
的に出演。親子で一緒に踊れる楽しさはもちろん、ママの情報交換
の場、未満児から中学生までの子ども達が集まり遊べる場にも
なっています。

農業で住みます芸人in長岡農業で住みます芸人in長岡

　NPO法人和島夢来考房が運営する道の駅「良寛の里わ
しま」。美術館ゾーンにあるお休み処「和らぎ家」を会場に、
毎月20近い体験教室が開催されています。韓国語教室や
てまり作り、ヨガ、表具作りなどの教室の先生は地域の人
たち。「お楽しみ昼食付きで参加者同士の仲も深まる」と人気
で、和島を中心に柏崎市や新潟市から足を運ぶ人もいるの
だとか。人と人がつながる活動の拠点となっています。

　和島の魅力をもっと知ってもらおうと、「和
島トゥー・ル・モンド」、「道の駅良寛の里わし
ま」、「和島オートキャンプ場」の和島三大ス
ポットがコラボ。「和島の自然・文化・食に一度
に触れることのできる小さな旅」をコンセプト
に、キャンプ場での婚活企画や、菊盛記念美
術館でのコンサートなど、それぞれの持ち味
を活かした企画を実施しています。協働で創
りあげるワンダーランドのこれからに注目！

　島崎地区の「弓踊り」は市の無形文化財に指定された
民俗芸能。毎年8月16日の六夜祭弓踊り行列で、小・中学
生の男子が踊りを奉納しています。平成18年からはお祭
りだけでなく、地元中学校の1年生が弓踊り保存振興会の
方々から「弓踊り」「太鼓」「笛」の3パートに分かれ指導を
受け弓踊りを習得。「ずっと守ってきてもらった伝統を引き
継いでいきたい」という思いは大人も子供も一緒です。地域の

拠点

地域
の宝

さまざまな
主体

歴史
文化

子育て

地域
づくり

子育て 和ごころ
わしま颯

越後鉄道の歴史を考
え住雲園を守る会

和島オートキャンプ場

術館
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術
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道の駅良寛の里わしま

和島トゥー・ル・モンド

村岡城址の歴史を守る会

よさこい踊りで深まる親子の絆！地域の絆！よさこい踊りで深まる親子の絆！地域の絆！
よさこいサークル「わしま颯」「和ごころ」

　和島には島崎地区の「良寛・貞心尼とはちすば通り」、小島谷地区の
「越後鉄道と住雲園」、村田地区の「村岡城址周辺」の3つが地域の宝と
なっています。それぞれの地区で保存会が活躍中。「まずは住民が地域
を誇りに思えるように」と、小・中学生を巻き込んで地域の歴史に触れ
る企画などをしています。現在は新たに「八幡林官衙遺跡」を地域の宝
にしようと検討中です。

歴史を知り
地域を誇れるように

和島の宝地域づくりネットワーク会議

地域の先生がズラリ！学びと活動のプラットフォーム地域の先生がズラリ！学びと活動のプラットフォーム地域の先生がズラリ！学びと活動のプラットフォーム
NPO法人和島夢来考房

北辰中1年生の発

表の場は8月15日

のわしままつり！

六夜祭には島崎地区外から参加を希望する方も増えてきました

いつまでも踊り継いでいきたい伝統
弓踊り保存振興会×北辰中学校

コラボレーションで魅せる和島
わしまワンダーランド

はちまんばやしかんがいせき

園を守る会

和島島崎地区まちづくり協議会

北辰中学校

もてなし家
八幡林官衙遺跡

和らぎ家

和島小学校


