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第３回 道の駅良寛の里わしま

つるし雛まつり

会 期：２月２４日（土）～４月１日（日） 午前９時～午後４時
会 場：道の駅良寛の里わしま
第１会場 和らぎ家
第２会場 良寛の里美術館
入場料：２００円 （良寛の里わしまつるし雛展示会場 ２ヵ所と
良寛の里美術館・菊盛記 念美術館の４ヶ所に入場できます）

会期中イベント
●雛かざり作り体験

特別展示
●小黒哲也新春書展
●和島てまり教室作品展
第２回

すてきな
プレゼント

●抹茶コーナー

会

場：良寛の里美術館茶室「指月亭」

参加費：２００円
●「おはぎ」と「甘酒」のおひなさまセット： ４００円（和らぎ家・もてなし家）

越後をつむぐつるし雛街道 スタンプラリー

４会場を巡ってスタンプを集め、最終地の
会場「飯塚邸」の応募箱に入れてください。

和島 ２月２４日（土）
～４月１日（日）
道の駅良寛の里わしま（和らぎ家）

見附 ２月２０日（火）
～３月８日（木）
市民交流センターネーブルみつけ

出雲崎 ３月１日（木）
～４月１５日（日）
北国街道妻入り会館

柏崎 ４月１日（日）
～５月６日（日）
柏崎市史跡飯塚邸

長岡市島崎５５５１
０２５８－４１－８９００

見附市学校町１－１６－１５
０２５８－６２－７８０１

三島郡出雲崎町大字尼瀬１６６
０２５８－７８－３７００

柏崎市大字新道５２１２－４
０２５７－２０－７１２０

A賞 ●這い子人形（和島） ●カタログギフト（見附市） ●ほっとピア入浴券（見附市） ●シーユース雷音ペア宿泊券（柏崎市） ●大崎温泉雪割草の湯ペア入浴券（柏崎市）
B賞 ●良寛の里美術館＋菊盛記念美術館セット招待券（和島） ●ポストカード等（各開催地域）
○応募方法 A賞：スタンプ４つ全て集める B賞：スタンプ３つ集める

静に動あり 動に静あり！

第８回 小黒哲也新春書展

作品点数１８

テーマ：「静中動 動中静」とは剣道など武道の極意だそうです。平静でありながらも機敏で、派手に
動いても落ち着いている。そんな表現を目指しました。…小黒哲也…
会期：２月４日（日）まで ※休館日１月３０日(火) ・２月４日は１５時で終了

写真 上：永劫回帰（えいごうかいき：宇宙は永遠に循環運動を繰り返す。人間は、今の一瞬
一瞬

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

『親しみやすい良寛展』
会期：１月４日（木）～３月２９日（木）
美術館に親しんでもらえるよう
書だけでなく、画も多く展示して
大人から小人まで親しんでもら
える内容となっています。
・良寛
・こしの千涯
・富川潤一
・五十嵐晴徳
・宮田慈泉 ほか

開催日：３月４日（日）・１８日（日）
定 員：午前午後各１５名/予約・先着順
参加費：１０００円（材料費込み）
時 間：午前１０時～１２時 風船づくり
午後 １時～ ３時 宝船づくり
開催日：２月２５日、３月４、１１、１８、２５日

富川潤一「良寛と村童」

伝えよう まゆだま飾り…H30,1,7 和らぎ家…
道の駅で１０回目となる正月行事のまゆだま飾り体
験を開催しました。少子高齢化の影響で伝統行事が
消えていく中で３０名の参加がありました。縁起物飾
りの製造元で生産中止などもあり、継続開催が危ぶ
まれる状況ですが、何とか工夫して来年も開催した
いと思います。

会場風景

第２７回書初め書道展

北辰中学校ダブル作品展

和島小学校、北辰中学校の
生徒さんと一般の部の作品を
展示します。・入場無料・
展示：２月１日（木） ～２８日（水）

会期：２月７日（水）～１８日（日） 休館日１３日（火） 時間：９時～１６時

会場：良寛の里美術館

会場：和らぎ家ギャラリー

「良寛さまを歩く」展

美術作品展

全校行事で良寛ゆかりの
地を訪ね歩くことにより、良
寛の心や地域を知るきっ
かけ作りをしています。今
回は「与板コース」で約
１０ｋｍを歩き、全員が川
柳と感想文にまとめました。
生徒さんが歩いて見て感じ
た良寛像をご鑑賞ください。

２・３年生による美術作品展を
開催します。最近は文化祭の
ような学校行事もなくなってい
るようです。この機会にぜひ
生徒さん達の豊かな感性や
思いを感じてください。
道の駅では地域の宝である美術館や
ギャラリーで本物に触れ、生徒さんが
豊かな感性を育める場所作りに取組ん
でいます。

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 TEL ０２５８－４１－８９００

★２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。
○表具作り教室
（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：１０日,２４日
・指導員：五十嵐賢一
○歌って♪脳トレ教室 開催日：７日,２１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：８日,２２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

・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
１６日（金）10～14時

10～12時

・ヨガマット、汗拭きタオル、飲み物持参
９日（金）10～14時
今月は自由作品作り。

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）
１５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
２日（金）10～12時

セットで５００円
《 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）
１７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

６７０円

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
２３日（金）10～14時

《あつあつきのこの
あんかけ丼/うどん》

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
１０（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
１９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９００円（昼食付） 材料費別

６７０円

《カツ丼》

・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

体幹をきたえて、やせやすい体を作りましょう！

○書道教室 ・指導員：佐藤豊雲
・開催日：１４日,２８日（第２,第４水曜日）

・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
・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：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

○鎌倉彫教室 ・指導員：船場永喜
・開催日：２日,１６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

７００円
和らぎ家

《ガンジーソフトの
エスプレッソかけ》

・持参品：習字用具一式

４８０円

・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）
８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：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
１５日（木）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、伊達じめ)
○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：１日,３日,４日,１２日,１４日,１８日
・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付・材料費別）
・各定員：２０名（事前予約・先着順）
・持参品：裁縫道具一式、目打ち、ボンド
・指導員：佐々木理江子
・定員：１５名（事前予約・先着順）

◇直売所から春の便り

新発売 好評販売中！

寺泊産 越後姫
完熟朝採り

４００円

（紅はるか使用）
●２月～３月

ふきのとう（山採り）

コロネソフト

５００円

２月の休館日

『夏子物語』。 日本酒が初めての若
者、女性にも遊び心で馴じめる『コピリ
ンコ・こぴりんこ』がオススメです。い

＊良寛の里美術館: 休館日なし
＊菊盛記念美術館: 休館日なし

ずれも容量３００ｍｌの飲みきりサイズ。

＊もてなし家 ５日（月）

（開館時間：９時～１７時）
（開館時間：９時～１７時）

１２００円 （８００ｇ） 要冷蔵

・夏子物語
（吟醸酒） ６２０円

好評 石焼き芋

新潟県内人気Ｎｏ，１
ガンジーソフト

大切なあの人へ
２月１４日のバレンタイン
デーには「夏子の酒」の舞台
となった久須美酒造の

ガンジー
牛乳入り
でまろや
かな味だ
よ！

※２月中旬頃
出品予定

毎日販売します！

《だんご汁と良寛むすび》
当道の駅食事Ｎｏ,１メニュー！

ルーシーダットン：動けばわかる、続けると変わる

２２日（木）13時30分～15時30分

・アスパラ菜
・塩漬けたい菜
・ふきのとう
・いちご
・ストック（花）
・剥きクルミ
・石焼きいも 他

和らぎ家

・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付）

○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：１１日,２５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：２６日,２８日
○初めての手まり作り教室
・開催日：１１日,２５日

○トーンチャイム教室

もてなし家

毎月第３金曜日開催となります。

・持参品：ハサミ、ピンセット、筆記用具

・定員：１０名（事前予約・先着順）

（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）

・指導員：遠藤ハツイ、羽鳥節子（手まり師範）

喫茶・お食事

新潟県産の良質な豚もつを使用し、
和島の特産品ガンジー牛乳を加え
て仕上げた「くろさか屋」の逸品で
す。

・コピリンコ
・こぴりんこ
（純米吟醸酒）

７２０円

＊和らぎ家
５日（月）６日（火）１３日（火）
２０日（火）
つるし雛まつり開催期間中
（２月２４日～３月３１日）
休館日なし
（開館時間：９時～１６時３０分）

