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４ 月

光 華

良寛の里美術館展示案内

良寛と江戸期以降の書家展
会期：４月１日（月）～５月２６日（日）

９時～１７時

入館料：５００円
※３館共通割引：良寛記念館、分水史料館

いずれかの入場券の提示 で１００円割引

いたします。

明治の三筆と称され、中国六朝書を

中心に書風を一変させた鳴鶴。同じ

く三筆の一人で現代感覚に通じる書

を残し、良寛を顕彰するうえで欠か

せない梧竹。そして鳴鶴や梧竹に師

事した書家など江戸期以降の書史

を味わってもらうことのできる展示

です。

・良寛 ･梧竹 ・黙鳳 ・嵐涯ほか

美術館０２５８－７４－３７００

梧竹三行書

「大吉昆・・・・」

●美術館入館者抹茶無料サービス

期間：４月～１０月の毎日曜日
※但し、無料入場券や茶席のみの方は

１席１００円となります。

映画ポスター収集家平出文巳男氏（弥彦村在住）が厳選して開催するポスター展です。３回目となる今回は「銀幕の女優と少年冒険映画」

を中心に企画しました。平成も最後となり昭和は更に遠くなりました。男社会の任侠映画全盛期に「緋牡丹博徒」シリーズで一躍トップス

ターとなった藤 純子や花の中三トリオでデビューし「伊豆の踊り子」などのヒット作品を残しながら２１歳の若さで突然引退した山口百恵。

洋画では生誕９０年となる世界の恋人オードリー・ヘップバーンの「ローマの休日」など、昭和３０年代の三大恋愛映画といわれた

「ロミオとジュリエット」「ある愛の詩」「小さな恋のメロディ」をはじめとした女優１８名の全９０作品を展示します。

テレビ草創期の「赤胴鈴之助」や「月光仮面」など手に汗を握って見たヒーロー映画と「ルパン三世」や「くまのプーさん」などのアニメ

作品３０点も用意しました。

３年前に新潟三越で開催された映画館「グランド劇場」回顧展に合わせて製作された手書きの「ローマの休日」巨大看板を展示します。

これは看板製作者であるＮＰＯ法人新潟映像ギャラリー長谷川様のご好意により実現しました。

● ４月２７日(土)オープニング記念プレゼントとして先着５０名様に映画ポスターを１枚プレゼントします。

入場

無料

４月２７日（土）～５月２６日（日）午前１０時～午後４時（休館日毎週火曜日）

会場：道の駅良寛の里わしま 和らぎ家 ０２５８－４１－８９００

４月の休館日

＊良寛の里美術館

＊菊盛記念美術館

：臨時休館 ２３日（火）

（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家 ：１日（月）

（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家 ：１日（月）２日（火）

９日（火）１６日（火）２３日（火）

（開館時間：９時～１６時３０分）

あのスターに逢える！

１２０点のポスター展示

竹パウダー製造実演販売会！
放置竹林対策と竹の利活用事業を立ち上げた和島の「竹姫工房」が

土壌改良剤として効果のある竹パウダーの本格的な製造販売を開

始しました。竹林の荒廃は地域の大きな課題です。竹の粉砕実演会

を開催しますので、同様の悩みを抱える皆さんと一緒に竹林整備活

動の輪の広がりを期待しています。

期日：４月２８日（日）

午前１０時～午後３時
（雨天の場合実演中止）

会場：道の駅良寛の里わしま

和らぎ家ギャラリー案内

水墨画教室

作品展
水墨画教室の生徒さん

の１年間の力作約５０点

を展示します。

会期：４月４日（木）

～４月２４日（水）

１０時～１６時

休館日：毎週火曜日
和らぎ家：０２５８－４１－８９００

竹パウダー販売価格： ５ｋｇ ９００円 １０ｋｇ １６００円

インスタグラム

良寛の里

わしま

ＱＲコード

道の駅良寛の里わしま「もてなし家」で販売中 ０２５８－４１－８１１０

※購入数量の多い場合は予約受付となります。

同時開催

●芝生広場で体験遊び
・六角凧を作って凧揚げだ！

・ペットボトルで

ロケット飛ばしだ！
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★４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：１３日,２７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：３日,１７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 １９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：１１日,２５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 １２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）
○初めての生け花教室 １８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
○初めてのお茶作法教室　（会場：茶室「指月亭」） 　５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　 ２０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 ２５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 ２６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 １３（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：１４日,２１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：８日,１０日,２２日,２４日 ・参加費：１回1５００円（お楽しみ昼食付）
○初めての手まり教室 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：１４日,２１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：１０日,２４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：５日,１９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 １１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）

○初めての着付教室　・指導員：新田安江　 　７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)
○初めての花結び教室　　　・指導員：高橋志保子　　　８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：８日,２２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）

　

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

当道の駅食事Ｎｏ,１

和島特産

ガンジーソフト

新規開催

まだまだ続く

「越後をつむぐ

つるし雛街道」

スタンプラリー

●北国街道妻入

り会館（出雲崎町）

４月１５日（月）まで

０２５８－７８－３７００

●柏崎市史跡

飯塚邸（柏崎市）

５月６日（月）まで

０２５７－２０ー７１２０

《田舎風煮込みうどん》

６７０円

《あつあつきのこの

あんかけ丼/うどん》

セットで５００円

《和らぎ丼》

７００円/６７０円

山菜豊富な直売所

・山菜
ふきのとう、こごみ、たけのこ、

わらび、うど、こしあぶら、

たらの芽、 ミズナ、ふき、

あさずき、せり、うるい など

・いちご 寺泊産越後姫

・とう菜などの葉物野菜

・剥きクルミ

他

参加費が変更になりました

１３００円→８００円

もつ煮込み定食DX（デラックス）

新潟県産指定養豚場の良質な「もつ」と長岡産越後

味噌を使用し、和島の特産品「ガンジー牛乳」を加

えて仕上げています。更に地元の人気メニュー「だ

んご汁」をセットにした築１８０年の古民家にふさわ

しいメニューです。デザートには最高級のガンジー

牛乳を使ったソフトクリームを添えています。

１３００円（税込み）

◆良寛の里「雪割草」

植え付け作業ボランテア募集！
今年も「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１４日（日）１０時～１２時

参加内容：事前申込

申込み先：０２５８－４１－８９００

集合場所：和らぎ家前駐車場

・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

良寛むすびと

だんご汁のふるまい

があります。

小雨決行！

越後長岡の味

「里めし浜めし」イベ

ント参加「もてなし家」

オリジナルメニュー

新潟ＤＣ

・日本海

美食旅

参加

和らぎ家限定

旬の山菜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８００円
※だんご汁付の場合１,１００円
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