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７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。

良寛貞心尼対面座像 良寛の里美術館

良寛と貞心尼対面座像

富山県高岡市 石黒孫七 作

貞心尼没後１５０周年展和島は良寛と貞心尼の出逢いの地

良寛と貞心尼は清らかな交流をつづけ、貞心尼は晩年の良寛に深い彩を添えました。貞心

尼は良寛を師と仰ぎ、尊敬と思慕の念を抱いていました。良寛もまた知性豊かな貞心尼に

対して、愛しさを覚えたでしょう。二人の和歌は清らかで、みずみずしい愛の形となってゆき、

それらが「はちすの露」に収められています。初公開の資料も含め、今回の展示を通して二

人の温かい交友を感じ取っていただけるものと思っています。

連携イベント開催の趣旨

貞心尼没後１５０周年、良寛堂建立１００周年を記念し、関連する長岡市（和島地域）、出雲崎町、柏崎市

が連携展示会やリレー講演会を開催します。地域住民のみなさんに地域の宝である良寛と貞心尼につい

て周知・啓発を図り、併せて地域外への魅力発信につなげます。

連携展示会開催

●「良寛堂を建立した佐藤耐雪展」１０月１日（土）～１２月２７日（火） 会場：出雲崎町 良寛記念館

●「描かれた良寛堂」１０月１日（土）～１０月１０日（月・祝） 会場：出雲崎町中央公民館講堂

●「没後１５０年 貞心尼と魅せられた人びと」１０月１５日（土）～１１月２０日（日） 会場：柏崎市立博物館

リレー講演会開催 主催：長岡市 共催：出雲崎町教育委員会、柏崎市教育委員会

●「貞心尼と魅せられた人びと」８月１１日（木・祝） 会場：出雲崎町中央公民館講堂 申込先：出雲崎町中央公民館

●「良寛堂１００周年」９月２４日（土） 会場：道の駅良寛の里わしま・和らぎ家 申込先：良寛の里美術館

●「良寛と法弟」１１月５日（土） 会場：柏崎市立博物館小ホール 申込先：柏崎市立博物館

《特別展》会期：令和４年７月１６日（土）～１０月２日（日） 時間：９時～１７時 入館料：５００円

会場：良寛の里美術館（道の駅良寛の里わしま内） 〒 949-4525 長岡市島崎3938 ☎０２５８－７４－３７００

主催：長岡市良寛の里美術館 共催：長岡市、ＮＰＯ法人和島夢来考房（道の駅良寛の里わしま指定管理者）

貞心尼書 「蓮の露」（柏崎市立図書館蔵）

「蓮の露」をはじめ

貞心尼などの

遺墨収集に

尽力した

中村藤八の署名

貞心尼書「やけのの一草」（良寛の里美術館蔵）

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４５０円に割引します。

夏は芝生広場でガンジースイーツ！

ガンジーソフトは

濃厚

だけれど

後味ｽｯｷﾘ！

コーヒーゼリーパフェ

７００円

コロネソフト

７００円

ソフトクリーム

４９０円

越後姫サンデー
その他に

ブルーベリーもあります

各７００円

アフォガード

６５０円

各８００円

ふわふわかき氷 はじめました！
・氷のごちそう：ふわふわかき氷とガン ジーソフトに和

島ラビットファーム産ブルーベリーとブラックベリー、寺泊

山田農園の越後姫を使用した手作りで無添加のシロップ

をたっぷり載せれば

超豪華な氷のごちそう！

・かき氷：ふわふわかき氷に手づくり

無添加シロップをお選びください。

シロップは和島産ブルーベリーと

ブラックベリーに寺泊産越後姫の

３種類をご用意しています。

甘く美味しく食べきりサイズの

小玉スイカは越前浜特産！

各種スイカが続々と

特産地から入荷がしますので

ご期待ください！

和島産 樹上完熟

ブルーベリー

枝豆シーズン到来！

夏はスイカ！

夏の直売所は元気いっぱい！

和島産はもちろん、「雪下キャベツ」で

おなじみ小国ウイングさんと夏場野菜

が大評判の与板久保農園さんの枝豆

も大量入荷予定！とれたて新鮮な枝

豆をご用意しています。

ブルーベリーは追熟しても甘くなりません

赤いうちに収穫し、輸送中に紫色になって

も酸っぱいのはそのためです。

樹上で完熟した甘いブルーベリーはなか

なか市場には出回りません。

甘いブルーベリーが高級なのには、実は

こんなところに秘密があるのです。

当園では自然肥料のみを使用し、味や大

きさの違う品種を２２種類育てています。

ぜひ、完熟した甘いブルーベリーを味わっ

てみてください。（和島・ラビットファーム）イギリス原産のガン

ジー牛は日本では約２

５０頭位しか飼育されて

いなく、新潟県では和

島の加勢牧場に１０数

頭いるだけの貴重な乳

牛です。乳質・食味な

ど乳牛の中では最高級

と言われています。

小玉スイカ

お知らせ！道の駅もてなし家で ブルーベリー摘み取り体験

参加費：７００円（お１人様１カップ約２００g） ５０名限定

開催日：７月２（土）,３（日）,９（土） 開始時間：１０時～無くなり次第終了
※天候や完熟具合によって、予定を変更する場合があります。詳しくはもてなし家まで！

各５５０円



表具  ９日、２３日  10～12時  会場：和らぎ家 歌って♪脳トレ　 ６日、２０日　10～11時 会場：和らぎ家

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 １５日　10～1２時            会場：良寛の里美術館 パッチワーク   　８日　9時30分～12時 会場：和らぎ家

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　２１日 10～12時            会場：良寛の里美術館 お茶 現在お休み中    会場：茶室指月亭

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 １６日　10～12時            会場：良寛の里美術館 フラワーアレンジメント ２８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    会場：良寛の里美術館

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　  ９日 13～15時            会場：良寛の里美術館 手編み １２日、１８日　9時30分～13時    会場：良寛の里美術館

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　１０日、２４日10～13時            会場：良寛の里美術館 書道 　　１３日、２７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：10,00円＋月刊誌代７００円　もう一回習字に挑戦してみませんか

トーンチャイム　１４日 13時30分～14時30分　  会場：和らぎ家 着付け   ３日10～12時         会場：和らぎ家

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 １１日10時～12時 　会場：和らぎ家 版画　１1日,２５日9時30分～12時30分　　　会場：良寛の里美術館
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

ヨガ ６日、２０日13時30分～14時45分　　　　　会場：和らぎ家 絵手紙「彩の会」 ２日 13時30分～15時30分　 会場：良寛の里美術館
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

ストレッチポール　 12日１０時～１１時　　　　　　　会場：和らぎ家

講　師：早川智香 持参品：マット,タオル,飲み物,ポール（なくても参加可能）

参加費：１,２００円不良姿勢をリセット,正しい動きを身に着けて腰痛肩こり解消！

※６月から始まった教室です。参加者募集しています。

　

★７月の体験教室　  ※長岡市内以外からも参加できる体験教室です。　

喫茶・お食事
（食事は１０時～１５時）

《だんご汁と良寛むすび》

４９０円 コロネソフト

７００円

当道の駅食事Ｎｏ,１

和島特産ガンジーソフト

セットで ６００円

４００円

２００円

《親子丼》

７月の休館日
＊良寛の里美術館

＊菊盛記念美術館
１１日（月）～１５日（金）(開館時間：９時～１７時)

※良寛の里美術館で開催の体験教室は計画 通り実施します

＊もてなし家 ：４日（月） （開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家：体験教室開催日とギャラリー開催時以外休館

１パック

１,４１８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。豆腐やねぎ等

を加えると更に美味しくなります。

１,５５０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 ８５０円（吸い物付き）

もつ煮込み単品 ６５０円

８００円

《もつ煮込み定食》 ＤＸ

申込先：良寛の里美術館

☎０２５８－７４－３７００
体験教室新規開設募集中！

《農産物直売所》 営業時間：９～１７時

夏野菜満載
◆ブルーベリー、小玉スイカ、枝豆、きゅうり、なす、

ズッキーニ、スナップエンドウ、 かぶ、にんにく、

ししとう、たまねぎ、黄金たもぎ茸 など・・・・・・

◆人気のもみ殻くん炭在庫

竹パウダー製品 （和島竹姫工房）

//荒廃した竹林整備活動から竹の恵みを商品化//

◆土壌活力/改良材

水田、畑、花壇、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

・ポーラス竹炭 ５ℓ ３５０円、１０ℓ ７００円

◆雑草抑制剤

・雑草ガード ５０ℓ １,０００円
雑草抑制効果を確認できたとの声が寄せられて

います.

◆竹ぬか床 ２５０ℓ ６００円
美味しいぬか床漬けも、ぬか床のかき混ぜ作業と

臭いが嫌われています。竹ぬか床で問題解消。

初心者でも簡単においしいぬか漬けが作れます。

ホーム

ページ

芝生広場でピクニック気分を味わってみませんか？
《冷やしぶっかけ

うどん/そば》

７５０円

めだか 販売 出店日：１７日（日）

出展者：むすく 会 場：もてなし家

貞心尼没後150周年展協賛

絵手紙展
会期：７月1６日（土）

～10月2日（日）

時間：9時～17時

会場：良寛の里美術館

エントランス

主催：絵手紙第二楽章

共催：彩の会（和島）

長岡市で活動する絵手紙教室

が良寛と貞心尼を題材にした

合同作品の発表会です。

７月お休み

季節の野菜

たっぷり
８５０円

涼をもとめて

サラダ うどん・そば

キッチントレーラー

「ひふみ号」出動！

もてなし家の前の広大な芝生広場は天気の良い日

には自由に日よけテントを張ったり、敷物を敷いた

りできます。

国道からも距離があり、車の音や視線も気になりま

せん、そんなゆったり落ち着いた雰囲気の中で、ピ

クニック気分を味わってみてはいかがでしょうか？

※芝生広場での火気使用と、グランドゴルフ練習時間（週二日各２時間程）にはご遠慮願います。

５月中旬より稼働した

黄金のトレーラーキッチン

「ひふみ号」！

各地のイベント会場に出動し、多

くのお客様にご利用いただきまし

た。人気のクリームソーダを中心

に、良寛ジェラートやいちごミルク

などが好評です。これから夏本

番！県内各地に出店し、道の駅

わしまの魅力を伝えにまいります。

星野裕矢 SummerConcert in 菊盛記念美術館
会場：菊盛記念美術館 申込先：良寛の里美術館 ☎：０２５８－７４－３７００

開催日:７月１６日（土）

受 付:１３時 開演:１３時３０分

参加費：３,０００円 定員：３０名
※良寛の里美術館、菊盛記念美術館の２館入館料

を含みます。 コンサート前後にご観覧ください。

コンサートはフォークソングや７０年代から最近

までのカバーとオリジナルで構成されます。リク

エストから選んでいく場合が多いので、ご希望

の曲をだしていただくことでより楽しめます。
※コロナ感染防止対策にご協力願います。
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