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４ 月

光 華

好調続く‼ 「焼きいもづくし」

焼きいもサンデー ６００円

和島特産ガンジーソフトを

ベースにトッピングは焼き

いもをたっぷり使用。

仕上げは同じく無添加手作

りの焼きいもソースを使用

しました。

焼きいもぜんざい ３５０円

焼きいもようかん ２００円

良寛の里美術館 令和２年度 展覧会のご案内 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

女流書家内山玲子「良寛の詩歌展」
４月１日（水）～５月２８日（木）

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 ・貞心尼 ・内山玲子 ほか

＜春の特別展＞

良寛没後１９０年 ～木村家の所蔵品を中心として～

晩年の良寛遺墨選展 ６月１日（月）～７月１５日（水）

今年は良寛没後１９０年の節目にあたるため、良寛遷化の地にある美

術館では、木村家のご協力を得て同家所蔵の名品を中心に、知友各家

の所蔵品と併せた特別展を開催します。期間中には木村家ご当主によ

る伝来の作品説明会も計画しています。

・良寛 ・由之 ・以南 ・国仙 ほか

＜企画展＞ 良寛と良寛をめぐる人々展
７月１８日（土）～９月１０日（木）

良寛をめぐる文人・書家・研究家の書を展示します。

また、初展示として永平寺歴代管長の書も展示します。

・良寛 ・相馬御風 ・永平寺歴代管長 ほか

＜秋の特別展＞

コレクター達による 良寛と日本古美術展
９月１３日（日）～１１月１０日（火）

今回の特別展は今まで見なかった幅広い日本美術と良寛作のコ

ラボレーションです。漢字文化の隆盛時代を代表する古写経の

逸品、鎌倉室町時代の質朴な焼物などを良寛作の周辺に配置し、

その書がいかに映るかを楽しんでいただける展示です。

・良寛 ・貞心尼 ・有願 ・古写経 ・古陶磁 ほか

良寛と近代の書家展
１１月１３日（金）～１２月２６日（土）
文化勲章や文化功労章を受章した書

家の作品と良寛の遺墨と対比できる

展示です。

・良寛 ・村上三島 ・青山杉雨 ほか

第５回 和島地域及び

近隣の所蔵品展
１月４日（金）～３月２９日（月）

和島地域及び近隣市町村の皆さんが

大切に所蔵されている書画家の作品

を展示する人気の展示企画です。

焼きいもケーキ ２００円

第４回 映画ポスター展２０２０ 『昭和のお笑い喜劇映画』

会場：道の駅良寛の里わしま 和らぎ家ギャラリー ---入場無料---

会期：５月１日（金）～５月２４日（日） 時間：９時～１６時

映画ポスター収集家坂本文巳男氏（弥彦村在住）の所蔵品から厳選１２０枚を展示

（左写真以外）

・シリーズもの

高島忠夫の

「坊ちゃん」

「ピンクパンサー」

「スターウォーズ」

「スタジオジブリ」

・主なスター

舟木一夫

西郷輝彦

二谷英明

宍戸 錠

フランキー堺

小林桂樹

松原智恵子

山本陽子 他

第３回 良寛の里「雪割草」植え付け作業

ボランティア募集！
「和島雪割草の会」の支援を受けて、道の駅美

術館ゾーンに「雪割草」の苗を植付けします。

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２６日（日）午前１０時～１２時

参加内容：小学生以上事前申込

申込先：０２５８－４１－８１１０（もてなし家）

集合場所：和らぎ家前駐車場

※軍手、移植ごて 作業しやすい服装

小雨決行

※参加者には作業終了後

和らぎ家で良寛むすびと

だんご汁のふるまいが

あります。～参加無料～
渥美 清

男はつらいよ

シリーズ１１作品

森繁久彌

社長/駅前

シリーズ各６作品

ザ・ドリフターズ

全員集合シリーズ

１２作品

伴淳／アチャコ

二等兵物語

シリーズ６作品

竹パウダー

製造実演・商品説明・即売会
和島で山林を荒らす竹林対策に取り組む

「竹姫工房」（代表大矢富士男さん）が、伐

採した竹をパウダー状に加工して竹に多く

含まれる乳酸菌を活用した商品開発に取

り組んで３年、土壌改良剤「竹パウダー」、

雑草抑制剤「雑草ガード」、雑草予防と土

壌改良剤「竹炭」、簡単手間いらずにでき

る「竹ぬか床」の４製品を道の駅で試験販

売をしてきました。

お客様の関心が高まっていることから、竹

パウダーの製造実演と商品説明、即売会

を開催します。

会場：道の駅良寛の里わしま

日時：４月１２日（日）１０時～１５時
※雨天の場合竹パウダー実演のみ中止

たい焼き （１５０円）

・４月は火・木・土・日・祝日 のみ 限定販売

・販売時間１０～１５時 ・予約受付ます

焼きいも （１００ｇ１１０円）

・毎日販売 ・予約受付ます

・販売時間１０～１７時

好評販売中の「たい焼き」

餡（あん）は「小倉」と「クリーム」に

道の駅オリジナルの

名物「焼きいも餡」が大人気！

各１５０円

たい焼き 焼きいもあん

４月末まで、原料となる「いも」の供給が続く限り販売を続けます‼

紅はるか

書家泉田佑子 墨遊小路書展２０２０ ～「雪月花」屏風と旅に出よう～ 会期：４月１日（水）～４月１５日（水）良寛の里美術館

２０１９年１１月、ギリシャ・アテネで開催された「第４４回ジャパンウィーク」で泉田佑子が６尺６曲金屏風に「雪月花」を揮毫しました。

プロフィール：新潟県加茂市生まれ、新潟大学教育学部書道科卒業、２０１８年７月良寛の里美術館で書展「花は咲く」開催など書家として活躍中
アテネでの揮毫風景



★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：１１日,２５日 ・参加費：８８０円（お楽しみ昼食付、材料費別）
・代表：藤田博仁 ● 表具に興味のある方は、開催日においでいただき、先ず気軽に見学してみてください。
○歌って♪脳トレ教室 開催日：１日,１５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 １７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：１３８０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：９日,２３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１５８０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 １０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：１３８０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）
○生け花教室 １６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：１３８０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
○お茶作法教室　（会場：茶室「指月亭」） 　３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：１６８０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　 １８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：１７８０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 ２３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 ２４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：１２５０～１５８０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 １１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）」
・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：５日,２６日 　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,１３日,２２日,２７日 ・参加費：１回1５８０円（お楽しみ昼食付）
○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：１２日,２６日 ・参加費：１２５０円～１５８０円（お好み昼食付）　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：８日,２２日 ・参加費：１５８０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：３日,１７日 ・参加費：１５８０円～（お好み昼食付）　材料費別
・定員：１５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 　９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）

○着付教室　・指導員：新田安江　 　５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)
○初めての花むすび教室　　・指導員：高橋志保子　　１３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：１５８０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：１３日,２７日 ・参加費：１回１５８０円（お楽しみ昼食付・材料費別）
・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）
○布ぞうりつくり教室　・指導員：清水シゲ子 ３０日（木） 10～14時 作って楽しく、履いて爽快の人気教室
・定員：１０名（事前予約・先着順） ・持参品：木綿糸、針、はさみ
・参加費：１,５８０円（お楽しみ昼食代含む）・材料費別５００円　  　木綿布（古いゆかた、シーツなど）を裂いたもの（幅７～８ｃｍ×長さ２ｍ）１８本位

　

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 ０２５８－４１－８９００ 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
（和らぎ家限定）

当道の駅食事Ｎｏ,１

和島特産ガンジーソフト

募集中

《田舎風煮込みうどん》

セットで ５５０円

７００円

●デラックス（写真）

１,４５０円
（だんご汁・おぼろ豆腐

・ガンジーソフト付）

●もつ煮込み定食

（吸い物付き） ８００円

３８０円

《あんかけうどん》

《あつあつきのこの

あんかけ丼》

漬物・味噌汁付 ７２０円

※だんご汁付の場合 １,０５０円

◇直売所から春の便り ９時～１６時

◆山菜：こごみ、こしあぶら、うど、わらび、たらの芽

せり、ふき、うるい、たけのこ、あさつき など

◆野菜：とう菜などの葉物

◆土壌改良剤（予約受付）

春の水田、畑、プランターなどの土づくりに最適
・竹パウダー（５ｋｇ ９００円、１０ｋｇ １,６００円）

・竹炭（１ℓ１００円、１０ℓ ６００円、４０ℓ１,６００円）

・もみ殻くん炭（２７０円）

◆新発売 「雑草ガード」（予約受付）

あぜ道の雑草抑制効果を確認しました

（５０ℓ １,０００円）

◆竹ぬか床

初心者でも簡単に手間いらずで冷蔵庫で美味しい

ぬか漬けができます（２５０ｇ ５００円）

◆人気定番商品

・おこわ団子（北国街道沿い和島の人気商品）

・えご（人気一番！柳ばあちゃんの作るえご）

・寒天（長野県茅野直送の超売れ筋商品）

～スタッフ募集～

スマイルファースト！楽しく働きましょう ☺

〇正社員 販売員 １名
（レジ・事務、商品管理、ソフトクリームなどの提供、

SNSによる情報発信など）

時間：８時３０分～１７時３０分（実働８時間）

勤務日数１８～２０日

給与：時給８５０円～ 経験能力に応じて加算

加入保険：雇用、労災、健康、厚生

〇パート社員 厨房 １名
（軽食準備、食器洗浄・配膳など初心者OK）

時間：８時３０分～１６時（６０分休憩含む）

勤務日数：１０～１３日

待遇：時給８５０円～

加入保険：労災

※共通内容

休日：勤務表によるシフト制（土日祝日出勤有）

有給休暇制度あり

通勤手当：片道１０ｋｍ以上（５,０００円まで）

○道の駅連絡先：0258-41-8110（山田）

《もつ煮込み定食》

７００円

越後姫

直売所

売上No,1

完熟朝採り

贈答用に最適！

１７０円

４月の休館日

＊良寛の里美術館：無休

＊菊盛記念美術館：無休

美術館開館しています
（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家：６日（月）

通常営業しています
（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家 ：自粛休業

Ｉnstagram
道の駅

良寛の里わしま

ＱＲコード

お知らせ
３月１９日政府専門家会議から新型コロナウイルス感染防止に関して「換気が悪く、

多くの人が密集し、間近で会話や発声をする事が同時に重なる場をできるだけ避け

るよう」要請がありました。

当道の駅では３月より、感染防止対策として、下記の対策を実施しています。

１、施設の環境整備

①アルコール消毒液の配備

②ドア取っ手、机などの共用接触部位の消毒

③室内換気

２、長岡市の施設は市民のみの利用とし、市外からの利用を当面の間自粛して

いただく施設

良寛の里美術館、菊盛記念美術館、歴史民俗資料館

お休み処「和らぎ家」

※和らぎ家の体験教室は３月と４月を休講とし、

更に４月１日（水）～３０日（木）の1カ月間全面閉館とします。

３、通常業務継続施設

国道１１６号線沿道の駅良寛の里わしま

もてなし家、道路情報ターミナル、駐車場

おことわり
道の駅エリア内各施設の稼働やイベ

ントにつきましては、新型コロナウイ

ルスの感染動向により休館や延期と

なる場合もあります。

問合せ先

道の駅全般０２５８－４１－８１１０

美術館関係０２５８－７４－３７００

新規

令和２年３月２５日
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