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今年もやってきました
「どろんこ」人形たち
会期：４月１日～２５日

４月
通信 ：vol １９６号

発行：令和３年３月２１日

菊盛記念美術館

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

第10回 道の駅良寛の里わしま
良寛のぬくもりにふれる

つるし雛まつり

日
時：4月1日（木）～25日（日） 会期中休館日なし 9時～16時
入館料 ：200円 小中学生無料 第１会場～第3会場共通券
※良寛の里美術館・菊盛記念美術館の展示室も入館できます

第1会場：和らぎ家
「つるし雛展、小黒哲也書展、和島てまり展」
第2会場：良寛の里美術館 「つるし雛展、ミニ着物展、
切手貼り絵展、シリウス版画の会展」
第3会場：菊盛記念美術館 「廣習流人形陶芸展（どろんこ人形）」
子や孫の成長と幸せを願いながら一針一針縫い上げた色とりどりの細工物に、和島ならでは
の力強い書とてまりが華やかさを添えるつるし雛展。昨年度大好評の「どろんこ人形展」が
今年も開催されます。3会場を楽しく巡るつるし雛まつりをご堪能ください。

光 華
第5回

越後をつむぐつるし雛街道スタンプラリー

①ネーブルみつけ
見附市学校町1-16-15
③道の駅西山ふるさと公苑
柏崎市西山町坂田717-4

春の感謝祭

◆スタンプ4つを集めて各会場の受付にお出しください。抽選で素敵なプレゼントが当たります

２/２３（火）～３/９（火） ②北国街道妻入り会館
終 展
☎0258-62-7801
三島郡出雲崎町大字尼瀬166
３/２
（火）～
了
示３/２１（日） ④道の駅良寛の里わしま
☎0257-48-2839
長岡市島崎5551和らぎ家

4月11日（日）9時～15時

◆春の山菜・野菜大売出し
９時～
◆せんちゃんのバルーンアート
１０時～
◆大人も子供も一緒に凧あげ遊び １０時～
◆アトラクション
１０時～１２時
スコップ三味線 「チーム良寛」
太鼓
「坂巻颯斗」
歌謡ショー
「坂井 進・藤田康晴」
※悪天候の場合中止することがあります。

・見 附：カタログギフト、ほっとぴあ入浴券
・出雲崎：浜焼き購入券、紙風船
・柏 崎：雪割草の湯入浴券、雪割草ストラップ
・和 島：手づくりはいこ人形、美術館招待券

・竹パウダー ：発酵させることにより乳酸菌が増殖 →土壌改良材
・雑草ガード ：そのまま5㎝厚で撒くと植物が窒素飢餓状態
※道の駅構内実証試験場案内あり →雑草抑制材
・竹 炭
：多孔質ミネラルが豊富・雑草予防にも適合
→土壌改良材
・竹ぬか床：竹パウダーと米ぬか、塩、水だけで乳酸菌→ぬか床材
乳酸菌発酵で漬物ができ、ぬか床かき混ぜ作業や臭いを抑制

時間:９時～１７時 入館料：５００円

竹パウダー製造実演
（雨天中止）
竹ぬか床紹介

☎０２５８－７４－３７００

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
（企画展）
《第２回 尾竹３兄弟絵画展》
６月２日（水）～７月２５日（日）

《明治期に躍動した書家たち展》
４月１日（木）～５月３０日（日）
彦根藩士の子で明治の三筆と称され多くの
門人を育成した鳴鶴。同じく三筆と称され、
なかでも現代感覚に通じる書を残し、良寛
を顕彰するうえでも欠かせない梧竹。そし
て鳴鶴や梧竹に師事した書家などを展示
して、近世の書史を味わってもらう事がで
きる展示です。
・良寛 ・鳴鶴 ・梧竹 ・黙鳳 ・嵐涯 他

冷凍焼きいも

◆景品

竹姫工房 展示即売会 １０時～１５時
放置竹林の整備と竹パウダー（竹粉）の活用に取組む「竹姫工房」
商品展示即売会と孟宗竹の粉砕実演を行います。

良寛の里美術館 令和３年度 展覧会のご案内
シニア向け特典

３/１（月）～４/１８（日）
☎0258-78-3700
４/１（木）～４/２５（日）
☎0258-41-8900

100ｇ110円

・毎日販売 販売時間９時～１７時
糖度の高い「紅はるか」を焼いて真
空冷凍することにより、更にいも本
来の持つ甘さを凝縮した天然の蜜た
っぷりの「冷凍焼いも」になります。
解凍は自然解凍（2～3時間）か、冷
凍のまま電子レンジで600ｗ２～３
分加熱などで行います。
暖かいお部屋で
自然解凍した冷たい
焼きいもはスイーツ
感覚の美味しさです。

尾竹３兄弟は、明治から昭和期にか
けて日本画の世界で一時代を築いた。
今回の展示は３兄弟の絵画と良寛書
を同時に楽しめる展示です。

（企画展） 《良寛と諸家の屏風展》
７月２８日（水）～９月１４日（火）
良寛や由之など山本家の人々の屏風
書と幕末以降の書家や文人等の屏風
書を展示した屏風一色の展示は展示
室を圧巻します。

（特別展）良寛没後１９０年回顧・良寛の里美術館創立３０周年記念
《晩年の良寛遺墨選展》 ９月１８日（土）～１１月７日（日）

日下部鳴鶴
三行書
「臨大吉買山地記」

良寛の里美術館創立３０周年記念と併せて良寛没後190年回顧として開催しま
す。良寛が晩年過ごした島崎の木村家所蔵の名品を中心に旧和島地内の所蔵
家の方々からもご協力を頂き、晩年の良寛書をご堪能頂きたいと思います。

好評販売中 焼きいもづくし
焼きいも １００ｇ１１０円
・毎日販売

・販売時間１０～１５時

焼きいもサンデー ６００円
・毎日販売
ガンジーソフト＋焼きいも

円通寺で修業した良寛に思い
を馳せながら永平寺の歴代管
長と禅僧の書を展示します。

《第６回和島地域
及び近隣の所蔵品展》
１月４日（火）～３月２９日（火）
親しみやすい人気の展示です。

（ご予約受付ます）

たい焼き １５０円
金・土・日・祝日限定販売

・販売時間１０～１７時
いもはねっとり甘い
熟成「紅はるか」

《良寛と永平寺歴代管長
・禅僧の書展》
１１月１０日（水）
～１２月２５日（土）

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

たい焼きソフト ５５０円
金・土・日・祝日限定販売
・販売時間１０～１５時

冷や・アツスイーツ

道の駅入館時 感染防止のため ・マスク着用・手指の消毒・検温・マイバック持参をお願いしています

★４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） 10～12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
・参加費：３００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：２１日
10～11時
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１,０００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
１６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：７００～８００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
９（金）10～12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：８００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
１５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：８００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：１,１００円
４月はお休
・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
１７（土）10～12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：１,２００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
２２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：1,０００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
２３日（金）10～12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：１,０００（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
１０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：１,０００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：１１日,２５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
9～13時
・開催日：２６日、２８日
・参加費：１回９００～1,０００円
10～13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？
○手まり教室
・開催日：１１日,２５日
・参加費：１,０００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
10～12時
もう一回習字に挑戦してみませんか。
○書道教室 ・指導員：佐藤豊雲
募集中
・開催日：１４日,２８日
・参加費：９００円＋月刊誌代６00円（個人で購入）
初心者歓迎
・定員：１０名（事前予約・先着順）

○トーンチャイム教室

・開催日：８日

・会場：良寛の里美術館体験室
・持参品：習字用具一式
13時30分～14時30分
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：１,１００円
持参品：筆記用具（カラーペン）
○着付教室 ・指導員：新田安江
４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
・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)
１０時～１２時 楽々前結びで着付レッスンを始めませんか？
○初めての花むすび教室 ・指導員：高橋志保子 １２日(月)
認定資格：（社）日本伝統インストラクター
※ウイークデーの開催要望に応えて開設しました
参加費：１,０００円
・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
9時30分～12時30分 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：１２日,２６日
・参加費：１回１,０００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：７日,２１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１,１００円
募集中
・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

喫茶・お食事
和島特産ガンジーソフト

コロネソフト

４００円

５００円

《だんご汁と良寛むすび》
当道の駅食事Ｎｏ,１
３８０円

１７０円

セットで ５５０円

《田舎風煮込みうどん》

７２０円

《あつあつきのこの
あんかけ丼/うどん》

・指導員：佐々木理江子
・定員：１５名（事前予約・先着順）

農産物直売所 長岡市産・出雲崎町産 ９時～１６時３０分

◇直売所から春の便り
◆越後姫

寺泊産

予約受付ます

完熟朝どりの大玉は贈答用に最適と
飛ぶように売れています！
越後姫専用箱 ２パック入り １２２円（化粧箱）
４パック入り １００円
◆野菜：とう菜、春菊、黒にんにく

絵手紙同好会 新規開催 ☎0258-41-8900

７５０円/７２０円

《塩むすび》

１７０円
和らぎ家

絵手紙好きな人 みんなでやりませんか？
代表：松本としみ

《ガンジーもつ煮込み定食》

開催日：第１土曜日（４月は３日）
１３：３０～１５：３０
定員：１０名 参加費：８００円
持参品：筆、墨、すずり、雑巾、新聞紙、半紙

８００円（吸い物付）

テイクアウトメニュー

剥きくるみ、しいたけ・・・・「」.
● 人気の熟成生芋「紅はるか」

A 品：（特大）800～900g ４００円
B 品：（お得）１袋600g
２００円
生産者：越路（有）ファームリンクル
◆山菜：ふきのとう、せり、こごみ、うるい

たらの芽、ふき、あさつき 等
※山採りにつき出荷不安定ですので
事前にお問い合わせください。

◆スタッフおススメ商品！
カレー豆、青打ち豆、つけ上手、みのるくんの味噌
長岡吉田屋の黒いなり、ごま豆腐、天然蜂蜜（糖度約７８～８３）
越の塩（温泉塩）、かぼすドリンク、おからドーナツ
◆ 徳用寒天、そば粉、酒粕あります。

見てね



ホーム
ページ

だんご汁
３８０円

カレーライス
５００円

もつ煮込み定食
８００円

※上記の他に、あんかけ丼（７５０円）とおむすび類は良寛むすび、
けんさ焼き、塩むすび、黒いなりがあり各１７０円となっています。

冷凍クレープ新発売
冷凍のままでも美味しい♪

・ストロベリー
・バナナチョコ、
・チョコアーモンド
各３２０円

４月の休館日
＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
休館日なし
（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家 ：休館日なし

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）

《もつ煮込み》

お持ち帰り用

１パック

１,２５０円
要冷蔵
８００ｇ
（２～３人前）

（開館時間：９時～１７時）

お待たせしました！ ４月より
ピスタチオソフトクリーム
販売再開します ５００円

＊和らぎ家 ：２７日（火）
つるし雛まつり期間中
休館日なし
※ 喫茶・食事は休止中

調理方法
パックのままお湯で温めるだけで食べ
られます。豆腐やねぎを加えると更に
美味しくなります。

