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１月

光 華

道の駅では 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・買い物された商品の袋詰めをお願いしています。

良寛の里美術館 展覧会のご案内 第6回 和島地域および近隣の所蔵品展

・会期：１月４日（火）～３月２９日（火）

・時間：９時～１７時

・入館料：５００円

・☎０２５８-７４-３７００

和島地域や近隣の地域には数多くの珍しく

そして貴重な書画などが所蔵されています。

今年もこれらの所蔵品を広く多くの方々か

ら鑑賞していただく機会を設けました。

冬の一時を美術館でゆっくりお過ご

し下さい。

・和島地域および近隣の所蔵家様からの

借用品40点を一挙展示公開します。

第１２回小黒哲也新春書展

昨年中のご愛顧に感謝申し上げます。

本年も皆様のお役に立てるよう頑張る所

存です。変わらぬご愛顧のほどよろしく

お願い申し上げます。

謹
賀
新
年

オミクロン株の出現でコロナ禍の

収束が見通せない状況になりまし

た。

道の駅では感染対策を緩めずに取

り組んでいます。ご来館の皆様に

は入館時手指の消毒、検温、マス

ク着用などの確認をいたしており

ます。何卒ご協力お願いします。

第３１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

く書初め書道展です。

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（木）

会期：２月１日（火）～２８日（月）

問合せ先：

良寛の里美術館

0258-74-3700

会 場：和らぎ家ギャラリー

会 期：１月７日（金）

～２月６日（日）

休館日：1/11（火）、12(水)、18(火)、20(木)

25(火)、 28(金)、31(月）

2/1(火)、 3(木)、 4(金)

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

干支人形作り教室

写真上段左から ・竹内蘆風「恵比寿大黒天図」二幅対

・堂本印象「鶴の図」 ・田能村竹田「松竹梅群鶴山色図」

・穂苅春雄「紅白梅図」 ・三輪晁勢「清苑図」

下段左から ・米陽「七福神図」 ・山口蓬春「蓬萊図」

・狩野益信「四季歳時図」六曲屏風

今年も高さ４，５Mの

巨大門松設置！
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壷焼きいも販売は土日販売

たい焼き

焼きいも

今話題の壷焼きいも
外は香ばしく中はしっとり

究極のデザート

たい焼きソフト

ガンジーソフト

壷内で３時間じっくり焼いて熟成

道の駅の大看板「ガンジーソフト」に越路産熟成「紅

はるか」を使用した「焼きいも」と名物「たい焼き」を主

体としたスィーツコーナーに「壷焼きいも」を加え「ひふ

み堂」としてリニューアルオープンしました。

たい焼きは月曜休み

甘い蜜があふれ出る焼きいも

コロネソフト

テーマ 「曲と直」
曲線と直線、それぞれ表情の異なる

線を組み合わせて文字になる。造形

的にも、丸や三角四角を組み合わせ

て作品を構成する。

今回は、そんなことを考えて制作しま

した。 小黒哲也

令和３年１月の展示風景
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★1月の体験教室※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 ８日、２２日  10～12時 歌って♪脳トレ　 １９日　10～11時
代　表：藤田博仁 今静かなブームの表具 講　師：佐々木理江子 対象：50歳以上の方
参加費：３００円（材料費別） 参加費：1,000円 健康のために楽しく声を出しませんか

水墨画 ２１日　10～14時 パッチワーク １４日　9時30分～１２時
講　師：大矢幸二 持参品：習字用大筆、ふきん、下敷き 講 師：和島コットンクラブ 自由作品作り,初心者歓迎
参加費：７００～８００円（材料費別） 参加費：８00円（材料費別） 持参品：作りたい品物の布、裁縫道具、定規、鉛筆

生け花 　  日　10～12時 お茶 現在お休み中
講　師：由井裕子 持参品：花バサミ、花器、剣山 　 講　師：近藤光子 持参品：あれば袱紗、懐紙
参加費：８００円（材料費別） 生け花に挑戦、初めての方歓迎 参加費：1,100円 お茶の作法は難しそうでちょっと・・・という方歓迎

押し花 １５日　10～12時 フラワーアレンジメント ２７日　13時30分～15時30分
講　師：小林静枝 持参品：ハサミ、ピンセット、筆記用具 講　師：永塚玲子 持参品：花バサミ
参加費：1,200円(材料費別) 参加費：1,000円(材料費別) 季節の花をアレンジしてみませんか

デジカメ 　１５日　13～15時 手編み ２４日、２６日　9時30分～13時
講　師：坂田広次 持参品：デジタルカメラ（コンパクト・一眼レフ問いません） 講　師：清水シゲ子
参加費：1,000円 写真をきれいに撮りたい方お出で下さい 参加費：900～1,000円

手まり ９日、２３日　10～13時 書道 １２日、２６日　10～12時 会場：良寛の里美術館
講　師：遠藤ハツイ、羽鳥節子 持参品：裁縫道具、メジャー、鉛筆 講　師：佐藤豊雲 持参品：習字道具一式
参加費：1,000円　良寛様も遊んだ和島てまりを作ってみませんか 参加費：900円＋月刊誌代600円　もう一回習字に挑戦してみませんか

トーンチャイム １３日　13時30分～14時30分 着付け 　日　10～12時
講　師：佐々木理江子 持参品：筆記用具（カラーペン） 講　師：新田安江　持参品：着物、帯、長襦袢、小物一式
参加費：1,100円　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：900円　気軽に着付けを楽しみませんか。着物・小物を貸し出します

初めての花結び 　日 10時～12時 版画   　　１０日、２４日　9時30分～12時30分
講　師：高橋志保子　持参品：着物、帯、長襦袢、小物一式　 講　師：船場永喜 持参品：彫刻刀、下敷き（布）、歯ブラシ（硬め）
参加費：1,000円　楽々前結びで着付レッスンを始めませんか 参加費：1,000円（材料費別）　季節の草花等を版画にしましょう

タイ式ヨガ １９日　13時30分～14時45分 絵手紙「彩の会」  日　13時30分～15時30分
講　師：大矢ひとみ 持参品：ヨガマット、汗拭きタオル、飲み物など 代　表：松本としみ 持参品：筆、墨、すずり、雑巾、新聞紙、半紙
参加費：1,100円　ゆがみを整えてアンチエイジング 参加費：800円 絵手紙好きな人みんなでやりませんか

　

喫茶・お食事
（食事は１０時～１５時）

《だんご汁と良寛むすび》

４５０円
コロネソフト

６５０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

《親子丼》

１月の休館日

＊良寛の里美術館

＊菊盛記念美術館
（開館時間：９時～１７時）

＊もてなし家 ：１２/２９（水）～１/３（月） 年末年始休館

（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家 ：１２/２６（日）～１/６（木) 年末年始休館

１１（火）１２（水）１８（火）２０（木）２５（火）２８（金）３1（月）

（開館時間は当日の各体験教室又はギャラりーの告知での

表示時間によります）

１パック

１,３５０円
要冷蔵

８００ｇ

（２～３人前）

《もつ煮込み》 お持ち帰り用

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。

《農産物直売所》 充実の冬野菜 ９時～１６時

ホーム

ページ

[ｍichinoekiwashima] を

新たに追加しました。

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 ８００円（吸い物付き）

もつ煮込み単品 ６００円

１２/２６（日）～１/３（月）

展示替え・年末年始休館

●野 菜
冬野菜の品揃えを充実させました！

雪下キャベツ・大根

ねぎ、白菜、アスパラ菜、さつまいも、たい菜 他

●塩蔵野菜（塩漬け）

たい菜（煮菜に最適）、わらび、きゅうり

●そば粉 （ファームリンクル）

1400円（１ｋｇ）

●竹パウダー商品

竹林整備から出てくる竹を活用し、商品化を続ける

和島竹姫工房

１、土壌改良材「竹パウダー」（熟成乳酸菌発酵製品）

５ｋｇ 900円、１０ｋｇ 1,600円

２、土壌改良材「ポーラス竹炭」（多孔質ミネラル）

5ℓ３５０円、I０ℓ 700円

３、雑草抑制材（生竹粉による窒素飢餓環境生成製品）

50ℓ 1,000円

４、竹ぬか床 （乳酸菌発酵・消臭製品）

３００g ６００円

７５０円

《もつ煮込み定食》
ＤＸ（デラックス）

《田舎風煮込みうどん》

７２０円

ストック 長岡市産

秋・冬のお花として香りが良く

長持ちします。 350円～

７５０円/７２０円

《あつあつきのこの

あんかけ丼/うどん》

1～２月はお休み

募集中

越後良寛郷ワンダーランドプロジェクトニュース

和島トゥー・ル・モンドの人気店がもてなし家

とコラボしました。

・道の駅にパンの販売コーナー開設

・製品共同開発販売

道の駅の焼きいもを使用したパン３種

『祝蕾（しゅくらい）』 ---和島産---

～和・洋・中、どんな料理にも相性抜群～
祝蕾はメーンとなるわき芽（つぼみ）はもちろん、

葉は高菜として使用でき、茎の部分も美味しく食べ

られます。冬の新鮮野菜として注目されています。

好評販売中！

てんぷら

サラダ

おひたし

炒めもの

漬物

１月はお休み

越後良寛郷ワンダーランドプロジェクトスタート

長岡市北西部に位置し、昔懐かしい里山と海辺の風景

が今も残る寺泊・与板・和島地域は良寛がこよなく愛

した越後良寛郷の地。

そんな地域の魅力をもっと知ってもらおうと３地域の

有志によって立ち上げたプロジェクトです。

越後良寛郷、寺泊・与板・和島地域の自然・文化

・食に触れることのできる小さな旅。

訪れる人にとって、いつも新鮮な

驚きがある

「不思議の国・ワンダーランド」

越後良寛郷へようこそ。

越後良寛郷ワンダーランドプロジェクトとは？

土日のみ販売

トゥールモンドのパンが買い求め

易くなったと評判！

１月はお休み

今が旬・アスパラ菜
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