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５月

光 華

道の駅に黄色のテント

・黄色は人を明るくする

ポジティブカラー

・黄色は人との関わりを積極的に

行うコミュニケーションを

象徴する色

良寛の里美術館 展覧会のご案内

時間:９時～１７時 入館料：５００円 ☎０２５８－７４－３７００

《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

シニア向け特典 毎週火曜日、６５歳以上の方は

良寛の里美術館と菊盛記念美術館共通入館料８００円を２５０円に割引します。

第４回 なつかしの映画ポスター展

会 場：和らぎ家ギャラリー 入場無料

会 期：5月8日（土）～23日（日）9時～16時

休館日：11日（火）12日（水）18日（火）

出展者：坂本文巳男氏（弥彦村在住）

第１０回 アートミュージアムコンサート in 菊盛記念美術館

約６０００枚のコレクションから１２５枚厳選しました。 昭和の映画館へタイムスリップしませんか？

昭和３０年代街に貼られていたビラ付きポスターや昭和４０年代の２枚組立て看板多数展示！！

映画スター：渡 哲也,森繫久彌, 伴淳三郎, アチャコ,舟木一夫,西郷輝彦,二谷英明,宍戸錠,川地民夫,フランキー堺, 小林桂樹,加藤大介,松原智恵子,山本陽子, 由美かおる

沢口靖子,ザ・ドリフターズ・いかりや長介,加藤茶,志村けん,高木ブー,仲本工事,荒井注,チャールトン・へストン,ピーター・セラーズ 他

主な作品名：男の掟,夜の歌謡シリーズ伊勢佐木町ブルース,坊ちゃんとワンマン親父,いい湯だな全員集合,社長太平記,二等兵物語,暗黒街の静かな男, 赤い荒野

明日を賭ける男,東京は恋する,星のフラメンコ,スターウォーズ帝国の逆襲,ピンクパンサー,ベンハー 他

大林宣彦監督作品：ブラックジャック瞳の中の訪問者,転校生 ,さびしんぼ,姉妹坂,あした,SADA（サダ）

記録映画：日本万国博,札幌オリンピック 他

童謡【わざうた】の調べ in わしま
日 時 令和3年5月29日（土）14時開演（13時30分開場）

会 場 菊盛記念美術館（道の駅良寛の里わしま）

※駐車場は「お休処和らぎ家」前の大駐車場をご利用ください

入場料 3,500円（美術館入館料含む）

申込先 定員30名（先着順・コロナ感染防止対策で入場制限しています）

良寛の里美術館 ☎０２５８－７４－３７００

古来、童謡と書いて

[わざうた]と読んでいた？

詞に秘められた“わざ”（意味）を

紐解きながら奏でる

祈りの響きをお楽しみください

・鞠と殿様

・叱られて

・通りゃんせ

・かはひらこ（蝶々）

・宵待草

・竹田の子守唄

・Ｂeatles Ｎｏ． ～他

コロナ禍でのイベント開催
つるし雛まつり R3,4,1～25 春の感謝祭 R3,4,11

コロナ禍でつるし雛製作が大幅に遅延し、

開催が４月にズレ込みましたが、書展、

和島てまり、ミニ着物、切手貼り絵、木版

画展、どろんこ人形展と多彩な展示参加

と、天候にも恵まれたつるし雛まつりに

は多くの来場者がありました。

令和元年度は天候不良、翌年はコロナ

禍とイベントの開催中止が続き２年ぶり

の開催となりました。快晴に恵まれてアト

ラクションやたこ揚げ、バルーンアート、

竹パウダー製造実演などに、お客様から

はこのタイミングでよくやってくれたとの

声をいただきました。

二行書「野岸無人・・・」

比田井天来
二行書「臨王慈・汝比帖」

上田桑鳩

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

人気のスイーツ

好評販売中！！

・・・和泉＆慈の・・・

越後姫サンデー

ガンジーソフトと

越後姫の

コンポート添え

６００円

タピオカミルクティー

モチモチ食感の

タピオカに

ガンジーミルクを使用

新発売！
クレープ コレクション（冷凍）

・ストロベリー

・バナナチョコ

・チョコアーモンド
冷凍のままでも

美味しくいただけます。

320円320円320円

600円

東京都生まれ。1989年より東京のジャズクラブを中心に活

動を開始。その後渡米し、バリーハリスに師事、ニューヨー

クで研鑽を積む。帰国後は［童謡～わざうた、秘め唄］に込

められた日本人の心と美しい音霊に魅了され"童謡JAZZ"と

いう異色のジャンルを展開。現在、日本各地のコンサート

ホール、ライブハウス、お茶会、美術館、クローズドなパー

ティまで、幅の広い活動の場に招かれ好評を博している。

心を揺さぶるその歌声は、聴くものを深く慈愛に満ちた豊か

な世界へいざない、そして包み込んでいく・・・と評され2016

年には君が代、明治天皇御製（本居長世、作曲）を滋賀県

日吉大社の荘重なる儀式の中で献歌。新たな境地を目指

し更なる音楽表現に研鑽を重ねている。

大阪市出身。ニキタ・ユジャニン教授のピア

ニストのためのコースに所属し、ヨーロッパ

の伝統的な奏法を継承している、その演奏

は芸術的で深く美しい表現と豊かな音色で

国内外各地において高く評価されている。

ヴォーカリスト慈の、との運命的な出会いに

より、言葉と音楽のコラボレーションで無限

の表現スタイルを創造できる楽しさを発見し、

"和泉＆慈の"を結成。場の人々と空気感に

合わせて変幻自在パフォーマンスで参加者

の心に寄り添い癒す演奏は多くのフアンを

魅了している。

ピアノ 和泉（IZUMI）ヴォーカル 慈の（よしの）

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1492302672/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2NvbXBzLmNhbnN0b2NrcGhvdG8uanAvY2FuLXN0b2NrLXBob3RvX2NzcDEwMjI2MzIwLmpwZw--/RS=^ADBARDBMDqFZLY8EMnQaIa1CmxCu5k-;_ylt=A2RimVvQafFYrSkAaAaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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★５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：８日,２２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：１９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 ２１日（金）10～14時 毎月第３金曜日開催　　

・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 １４（金）9時30分～13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 ２０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
・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　 １５（土）10～12時 毎月第３土曜日開催

・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 ２７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 ２８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 　８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：９日,２３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時30分～13時
・開催日：２４日、２６日 ・参加費：１回９００～1,０００円
○手まり教室 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？

・開催日：９日,２３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

○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：１２日,２６日 ・参加費：９００円＋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 ・開催日：１３日 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！
・指導員：佐々木理江子　 参加費：１,１００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　 １６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)
○初めての花むすび教室　　・指導員：高橋志保子　　１０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：１,０００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  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：１０日,２４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：１９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
・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

○絵手紙同好会 開催日：８日（土） 13時30分～15時30分 絵手紙好きな人みんなでやりませんか？

・代表：松本としみ ・参加費：800円

・定員：10名 ・持参品：筆、墨、すずり、雑巾、新聞紙、半紙

　

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

募集中

１,４５０円 （だんご汁＋おぼろ豆腐

＋ガンジーソフト付）

《ガンジーもつ煮込み定食》

しばらくお休み

５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

（開館時間：９時～１７時）

＊和らぎ家 ：１日（土）～７日（金）,

１１日（火）,１２日（水）,１８日（火）,２５日（火）

２９日 (土）、３０日（日）,３１日（月）

※和らぎ家は 喫茶・食事は休止中

１パック

１,２５０円
要冷蔵

８００ｇ

（２～３人前）

８００円（吸い物付）

《もつ煮込み》 お持ち帰り用

見てね
ホーム

ページ

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。

テイクアウトメニュー

募集中
初心者歓迎

カレーライス

５００円
もつ煮込み定食

８００円

だんご汁

３８０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。

募集中

《冷やしぶっかけ

うどん/そば》

７００円

《ガンジーもつ煮込み定食》
ＤＸ（デラックス）

《農産物直売所》 ９時～１６時

春の山菜が評判の道の駅！

◆山菜：たけのこ

和島のタケノコは

えぐみが少ないと評判！
こごみ、こしあぶら、うど、わらび、たらの芽、

ミズナ、ふき、うるい、あさつき など

◆越後姫
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 １３０円（化粧箱）

４パック入り １００円

◆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（５ℓ３５０円、１０ℓ ７００円）

・もみ殻くん炭（２kg２７０円）

◆新発売 「雑草ガード」 （５０ℓ １,０００円）

あぜ道の雑草抑制効果を確認しました

◆新発売 「竹ぬか床」 （２５０ｇ ５００円）

◆スタッフがおススメする人気定番商品

・おこわ団子 （和島地域の人気商品）

・えご （柳おばあちゃんのえごは大人気）

・寒天 （長野茅野市直送の超売れ筋商品）

・カレー豆 （食べ始めたら止まらない）

・笹だんご 冷凍 （季節の香り、お土産にも）

・みのる君の味噌（越後さんとう産大豆１００％使用）

・越の塩 （与板馬越の温泉塩）

・天然蜂蜜 （長岡馬高産・糖度約７８～８３）

・おぼろ豆腐 （国産大豆と手づくりにがり）

・からしっ子 （茄子の手づくりからし漬け）

・かぼすドリンク （スーパーに売ってない希少品）


