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１月

光 華

良寛の里美術館 展覧会のご案内 ０２５８－７４－３７００

会期：令和２年１月４日(月)～３月２９日（月）

時間：午前９時～午後５時 入館料：５００円

お知らせ

例年１月に開催している

「まゆだま飾り体験」は

新型コロナ感染拡大防止

のため中止いたします。

レジ袋有料化（全サイズ１枚５円）マイバック持参をお忘れなく感染防止のためお買い上げ品の袋詰お願いしています

シニア向け特典 毎週火曜日、６５歳以上の方は良寛の里

美術館・菊盛記念美術館共通入館料８００円を２５０円に割引します

「もてなし家」入館時

手指の消毒

検温

マスク着用

の確認をい

たします。

ご協力お願いします。

八子鳳堂（次郎）氏 作品展
ふるさと和島が生んだ

現代の名工・日展竹工芸作家

２０年ぶりに作品展開催
・昭和１５年長岡市（旧和島村阿弥陀瀬）に

生まれる （現在埼玉県深谷市在住）

北辰中学校卒業後竹の道を志し、日展、

現代工芸展、伝統工芸展などに入選

・平成７年卓越技能賞受賞し

現代の名工に選出

・平成１２年春の黄綬褒章受章

第１１回 小黒哲也新春書展

好評販売中 焼きいもづくし たい焼き １５０円

・土日祝日限定販売

・販売時間１０～１５時

・ご予約受付けます焼きいも １００ｇ１１０円

・毎日販売

・販売時間１０～１７時

・ご予約受付けます

いもはねっとり甘い「紅はるか」

越路の(有)ファームリンクルが

じっくりと熟成させました

たい焼きの餡は

定番の小倉とクリームに

名物「焼きいも餡」が大人気

濃厚ガンジーソフトとの

コラボは必食！

第５回和島地域及び近隣の所蔵品展
普段見ることのない個人が所蔵されているお宝を展示します。

江戸期以降から現代の書家や画家など幅広い分野に渡って盛りだくさんな楽しめる内容で、軸装

・額装・屏風など約４８点を展示しています。新春を美術館でお楽しみください。

展示作品数 ９点

「木もれ陽」 現代工芸展入選

「紅はるか」は越路の(有)ファームリンクルから供給さ

れています。掘ったいもは約１ヶ月以上１３～１５℃に

保った保管庫で熟成させ、じわじわと甘みが増したい

ものみを使用しています。生芋も販売しています。

たい焼きソフト ５５０円

・土日祝日限定販売

・販売時間１０～１５時

明けましておめでとうござ

います。

旧年中は大変お世話様にな

りました。

一日も早く落ち着いた生活

を取り戻せるよう心よりお

祈り申し上げます。

第３０回 書初め書道展

一般の部 作品募集
良寛の里美術館オープン時から続

く書道展です。

和島小学校、北辰中学校の生徒さ

んを除く、一般の部の作品を募集

します。地域・年齢・作品内容は

問いません。作品は美術館までお

届け下さい。

締切：１月２０日（水）

会期：２月１日（月）～２８日（日）

展示作品は仮巻き仕立てにし、粗

品を進呈します。
問合せ先：良寛の里美術館

0258-74-3700

・主な展示作家名

五十嵐 晴徳

五十嵐 浚明

大矢 黄鶴

穂苅 春雄

三輪 晁勢

小泉 藍田

尾 竹 ３ 兄 弟

村山 半牧

富岡 鐵斎

番場 三雄

中村 大虹

山本 梅逸

他

”ひや・アツ”スイーツ

会 場：和らぎ家ギャラリー

会 期：１月６日（水）～２月７

日（日）

休館日：第１月曜、毎週火曜日

時 間：10時～１５時
プロフィール

長岡市和島上桐出身、柏崎市在住

新潟県立美術家連盟常務理事

新潟県書道協会理事

令和２年１月展示風景

出展者は土日に在席していま

写真左上「金閣新雪図」穂苅春雄

左下「椿の図」大矢十四彦 左より「富貴花図」五十嵐晴徳、「鯉の図」羽谷、「双鳩図」長井亮之

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cSe835Kn&id=0F1F71BFBDC34BFEE8C28FAAD7808A53F9F1A700&thid=OIP.cSe835KnHzXrrCLZ7Vyb0AHaD4&mediaurl=http://azukichi.net/season/img/month/kakizome002.jpg&exph=416&expw=792&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%88%9d%e3%82%81&simid=607989320561985472&selectedIndex=62
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cSe835Kn&id=0F1F71BFBDC34BFEE8C28FAAD7808A53F9F1A700&thid=OIP.cSe835KnHzXrrCLZ7Vyb0AHaD4&mediaurl=http://azukichi.net/season/img/month/kakizome002.jpg&exph=416&expw=792&q=%e7%84%a1%e6%96%99%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%88%9d%e3%82%81&simid=607989320561985472&selectedIndex=62


★１月　　　※新型コロナウイルスの感染状況により日程変更や中止する場合があります
○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：９日,23日 ・参加費：７５０円（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：２０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１４２０円　　
・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 １５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：１２５０円
・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
○パッチワーク教室 ・指導員：和島コットンクラブ  ８日（金）10～14時 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：１２５０円（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 ２１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：１２５０円（花材費別）
・定員：１５名（事前予約・先着順） ・持参品：花バサミ、花器、剣山
○お茶作法教室　（会場：茶室「指月亭」） 　　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：１５５０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　 １６（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：１６５０円～（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 ２８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：1420円（花材費別）
・定員：１５名（事前予約・先着順） ・持参品：花バサミ
○ちぎり絵教室 ２２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：１４５０（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 　９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：１４２０円（材料費別） 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：１０日,２４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１,１0０円 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
・開催日：２５日、２７日 ・参加費：１回1４５０円
○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：１０日,２４日 ・参加費：１４５０円（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：１３日,２７日 ・参加費：９００円（食事代別）＋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

○トーンチャイム教室 １４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：１５２０円
・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　 １７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：９００円（食事代別）
・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　　１１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：１４５０円 ※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：１１日,２５日 ・参加費：１回１４５０円（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）
○タイ式ヨガ教室開催日：６日,２０日 13時30分～14時45分 ゆがみを整えてアンチエイジング

・認定講師：大矢ひとみ ・参加費：１回１５２０円
・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
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喫茶・お食事

《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

セットで ５５０円

３８０円

１７０円

《田舎風煮込みうどん》

７２０円

《塩むすび》

《あつあつきのこの

あんかけ丼/うどん》

７５０円/７２０円

募集中

農産物直売所
長岡市産・出雲崎町産 ９時～１６時

◆アスパラ菜、白菜、大根、ねぎ他

◇さつまいも

熟成した生いもは「紅はるか」

A 品：大玉８００～９００ｇ ４００円

B 品：お得な１袋６００ｇ ２００円

生産者：ファームリンクル（越路）

◇ストック
長岡市産

冬のお花として

香りがよく

長持ちします

３５０円

～４００円

話題の市松模様・麻の葉文様使用商品
（マスク） （置き畳 ﾐﾆ畳）

ＤＸ（デラックス） １,４５０円
（だんご汁＋おぼろ豆腐

＋ガンジーソフト付）

１７０円

《ガンジーもつ煮込み定食》

当面の間お休み

１月の休館日
＊良寛の里美術館

＊菊盛記念美術館

年末年始：１２/２９（火）～１/３（日）

（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家

年末年始 ：１２/２９（火）～１/２（土）

（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家 ：１２（火）,１９(火),２６（火）

年末年始：１２/２６（土）～１/５（火）

（開館時間：９時～１６時 ）

１、入館前後の手指の消毒 ６、講師及びアシスタントさんはフェースシールドとマスクと併用し、

２、体温計測と記録 部分的に密になりそうな場合には受講者さんも同様の装備を

３、健康状態の確認と記録 する

風邪の症状や発熱等体調不良時は ７、食事や喫茶は短時間に済ませ、直ぐマスクを着用する

受講を控える 食事後マスクを外したまま会話に入らないようお互いに注意

４、終始マスク着用する ８、お菓子などの食べ物の持込みは禁止

５、受講生同士の間隔は１～２ｍ空ける ９、換気は常時実施しています

もつ煮込みお持ち帰り用

パック１袋１,２５０円
要冷蔵 ８００ｇ（２～３人前）

サイズ① サイズ②

２１，５×２１，５cm ２１，５×３０，５ｃｍ

７５０円 ９７０円

体験教室講師及び受講者

の皆さんへ

教室内ではコロナウイル

ス感染予防のための約束

事を守っていただくよう

ご協力お願いします

子供用 ３００～４５０円

大人用 ３５０～５００円

道の駅販売「雑草ガード」実証試験開始 和島「竹姫工房」

日頃雑草の除去に悩まされている人達から注目を集めている雑草抑制材「雑草

ガード」の実証試験が、長岡国道事務所柏崎維持出張所の協力を得て道の駅良

寛の里わしまの植栽エリア整備に併せて始まりました。来春以降の雑草の生育状

況が注目されます。

ユキヤナギと雑草繁茂状態 植込み撤去と雑草ガード敷き込み 施工完了

施工前

８００円（吸い物付）


