好評サイクルスタンド
北陸「道の駅」
サイクル
ステーション
登録の駅です。
這い子人形

４ 月
通信 ：vol １６１号

発行：平成３０年３月２１日

第２回 なつかしの映画ポスター展

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

サイクルツーリング時
お立ち寄りください。

１３０点のポスター一挙公開

石原裕次郎
小林 旭
浅丘ルリ子
三船敏郎
植木等
松方弘樹
渡瀬恒彦
夏目雅子
栗原小巻
館ひろし
柴田恭平
仲村トオル
織田裕二

あの時代のあのスターに逢える！

会 期：４月２８日（土）
～５月２７日（日）
（休館日：毎週火曜日）

時 間：１０時～１６時
会 場：和らぎ家
昨年に引き続きポスター収集家
坂本文巳男さん（弥彦村在住）の
所蔵品を展示します。

・・・入場料：無料・・・

永遠のスター石原裕次郎を
メーンに企画しました。

嵐を呼ぶ男
錆びたナイフ
銀座の恋の物語
ギターを持った
渡り鳥
あぶない刑事
踊る大捜査線
ウエストサイド物語
バック・トゥ・ザ
・フューチャー
ターミネーター
ビー・バップ
・ハイスクー
ル
００７シリーズ

没後
３０年

※映画ポスター展会場に展示参加を希望の方はご連絡下さい。映画の看板、レコード、雑誌、プロマイド、チケットなどがありましたら一緒に展示しませんか？0258-41-8110

まだまだ続く「つるし雛展」 お見逃し無いように！
第２回 越後をつむぐつるし雛街道 スタンプラリー

◆すてきな

プレゼント
２００～２５０円

応募方法：スタンプを３つまたは４つ
集めたら忘れずに各会場の応募箱か
受付けにお出しください。

和島 ４月１日（日）まで
道の駅良寛の里わしま

見附

３月８日で終了
市民交流センターネーブルみつけ

出雲崎 ４月１５日（日）まで
北国街道妻入り会館

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 ４月１日（日）
～５月６日（日）
柏崎市史跡飯塚邸
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） ●ほっとぴあ入浴券（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

良寛の里美術館

５００円
平成３０年度 展覧会のご案内

４月１日（日）～５月２０日（日） 女性シリーズ１

内山玲子の良寛詩歌筆墨展
関東女流かなの要というべき内山玲子先生の「はちすの
露」を中心に良寛詩歌の大作を展示します。良寛敬慕の念
を書を通じて堪能できる企画です。
・良寛 ・内山玲子 ほか

時間：午前９時～午後５時 入館料：５００円 〒949-4525 長岡市島崎３９３８ ０２５８－７４－３７００

７月１１日（水）～９月９日（日） 女性シリーズ３
＜企画展＞泉田佑子書展

－花は咲く－

筆一本で世界を結ぶ書家泉田佑子は、加茂市在住の現代
アーティストです。どんな人の心にも花が咲くというテーマで新
作を展示します。人々の出会いの中から生れた書や、良寛の
優しさや力強さを吸い上げたような瑞々しい作品に注目です。
・良寛 ・泉田佑子 ・ほか

５月２３日（水）～７月８日（日） 女性シリーズ２
＜企画展＞良寛とゆかりの女性たち展
良寛の妹みか、良寛にとって生涯心に生きつづけた維馨
尼。晩年の良寛と温かい交情を通わせた貞心尼、そして良
寛を敬慕している近代の女流書家などの作品を展示しま
す。
・良寛 ・妹みか ・維馨尼 ・貞心尼 ほか

１１月７日（水）～１２月２６日（水）

良寛と近代書家展
近代で活躍し、文化勲章や文化功労章を受章
した書家の作品と慈愛の人良寛の豊かな心が
投影された遺墨と対比できる展示です。
・良寛 ・村上三島 ・青山杉雨 ほか
１月４日（金）～３月３０日（土）

９月１２日（水）～１１月４日（日）

＜特別展＞良寛顕彰史上の画人

長井雲坪展

雲坪（１８３３～１８９９）は新潟市生れの南画家。画道一筋に
かけ、他をかえりみない赤貧の生涯は没後評価が高まりまし
た。この度良寛の遺墨と並べるべく、雲坪の没した長野地方の
名品を初公開します。
・良寛 ・長井雲坪 ほか

良寛と宮田慈泉絵画展
宮田慈泉（１９０３～１９８６）は長岡市（旧和島
村）生れの画家。長岡市の桐谷洗鱗に師事。主
に花鳥や仏画を描き、特に仏画を得意としてい
ました。今展示は良寛書と慈泉の絵の両方を楽
しめます。
・良寛 ・宮田慈泉 ほか

お楽しみ食事付き

★４月

体験教室案内

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、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。
（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

○表具作り教室
・開催日：１４日,２８日
・指導員：五十嵐賢一
○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,２６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
２０日（金）10～14時

10～12時

・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。

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）
１９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
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

２７日（金）10～14時

当道の駅食事Ｎｏ,１メニュー！

・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
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）」
・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

セットで５００円

和紙を貼るだけで素敵な作品ができます

《あつあつきのこの
あんかけ丼/うどん》

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：１５００円～（お好み昼食付） 材料費別

７００円/６５０円

《カツ丼》

・持参品：習字用具一式

・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）
○初めての着付教室 ・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、伊達じめ)
○版画教室
・指導員：船場永喜
10～14時 季節の草花や野菜など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）
新規
・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）
・指導員：佐々木理江子
・定員：１５名（事前予約・先着順）

◆良寛の里「雪割草」

植え付け作業ボランテア募集！
「和島雪割草の会」のご好意で雪割草の
苗を分けていただきました。道の駅美術
館ゾーンに植付けします。
和島地域の花「雪割草」の咲き乱れる良
寛の里作りに参加しませんか？
期
日：４月２１日（土）９時～１２時
申し込み先：０２５８－４１－８９００ 和らぎ家
集合場所：和らぎ家前駐車場
参加内容
・小学生以上
・用意するもの
： 軍手、移植ごて
・作業しやすい服装
※参加者には道の駅の

寺泊産・越後姫・完熟朝採り

《だんご汁と良寛むすび》

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

・定員：１０名（事前予約・先着順）

●大人気のいちご

５００円

２１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

○書道教室 ・指導員：佐藤豊雲
・開催日：１１日,２５日（第２,第４水曜日）

ふきのとう、せり、わらび、
こごみ、こしあぶら など

コロネソフト

４００円

・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）

・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）

◇直売所ニュース

新潟県内人気Ｎｏ，１
ガンジーソフト

ルーシーダットン：動けばわかる、続けると変わる

・持参品：ハサミ、ピンセット、筆記用具

●山菜豊富な直売所

和らぎ家

・参加費：１回１５００円（お楽しみ昼食付）

２６日（木）13時30分～15時30分

○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。

○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）
○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,２３日,２５日
○初めての手まり作り教室
・開催日：８日,２２日

・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

良寛むすびと
だんご汁のふるまい
があります。

７００円

和らぎ家限定

《和らぎ丼》

和らぎ家ギャラリー ◆水墨画教室作品展
○約５０点の力作を展示します

会期：４月４日（水）～２２日（日） ９時～１６時

旬の山菜や野菜をかき揚げに
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。
漬物・味噌汁付７５０円
※だんご汁付の場合１０５０円

４月の休館日

スタッフ募集！
１、募集内容 厨房調理スタッフ ２名
２、勤務内容
勤務日数：１２日前後
勤務表によるシフト制、土日祝日出勤あり
勤務時間：９時～１５時
３、待遇：詳細面談で説明
４、連絡先：道の駅良寛の里わしま

0258-41-8110（山田）

＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
美術館 休館日なし
（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）

