菊盛記念美術館
期間限定入館料割引ご案内

]

４月
通信 ：vol ２０８号

発行：令和４年３月２５日

長岡市指定管理者：NPO法人和島夢来考房

菊盛記念美術館は見附市出身菊盛
嘉雄さんのコレクション寄贈を受けて
一般公開しています。
ロダン、高村光太郎、舟越保武、朝
良寛貞心尼対面座像 良寛の里美術館
倉響子など著名な作家１５名の作品
２７点と絵画１１点を展示しています。
この度、同美術館では皆様に心ゆく
までしばし彫刻の世界に浸っていた
だきたく特別料金を設定してご案内
致します。
期間：令和４年４月４日（月）
～令和４年５月３１日（火）
入館料金：４００円⇒３００円
良寛美術館共通券：８００円⇒６００円
※高校生以下無料

光 華

問合せ先：良寛の里美術館☎０２５８-７４-３７００

良寛の里美術館 展覧会のご案内

良寛をめぐる人びとと良寛の魅力（前期） ―良寛を敬愛した文人・画人―

・会期：４月４日（月）～７月１０日（日）
・時間：９時～１７時
・入館料：５００円 ・良寛の里美術館☎０２５８-７４-３７００
仏教に参研し漢詩や和歌、そして書に心を託した良寛。特にこだわり
のない境地から生み出された精神の自由と心の豊かさが書に投影さ
れ、多くの人びとを魅了しています。
今回は晩年の良寛の書と良寛を敬愛した文人・画人の書画を展示し
併せて長岡の先人たちの書も紹介します。

・良寛
・由之
・井上井月
・亀田鵬斎
・巻 菱湖
・富川大塊
・富川潤一
・高村眞夫 ・相馬御風
・牧野忠精 ・河井継之助 ・小林虎三郎 ・三島億二郎 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・菊盛
記念美術館共通入館料８００円を４５０円に割引します。

富川潤一画 「良寛と村童」

良寛書 「漢詩 偶陪児童・・・」

高村眞夫
「画讃 良寛像と和歌」
（長岡市立中央図書館蔵）

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。

★４月の体験教室
表具

※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。

９日、２３日 10～12時

代 表：藤田博仁
参加費：３００円（材料費別）

水墨画

会場：和らぎ家

今静かなブームの表具

１５日 10～14時

パッチワーク

会場：良寛の里美術館

講 師：大矢幸二
持参品：習字用大筆、ふきん、下敷き
参加費：７００～８００円（材料費別）

生け花 ２１日 10～12時
１６日 10～12時

６日、２０日 10～11時

会場：和らぎ家

９日 9時30分～12時

会場：和らぎ家

会場：良寛の里美術館

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：1,000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

手編み

会場：良寛の里美術館

１２日,１９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

講 師：佐藤豊雲
持参品：習字道具一式
参加費：900円＋月刊誌代700円 もう一回習字に挑戦してみませんか

１３日、２７日 10～12時

トーンチャイム１４日13時30分～14時30分 会場：良寛の里美術館 着付け ３日10～12時
講 師：佐々木理江子 持参品：筆記用具（カラーペン）
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
会場：和らぎ家

講 師：高橋志保子 持参品：着物、帯、長襦袢、小物一式
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

ヨガ

６日、２０日13時30分～14時45分

会場：和らぎ家

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
参加費：1,100円 ゆがみを整えてアンチエイジング

和島地域の

会場：良寛の里美術館

出前好評!

《だんご汁と良寛むすび》
当道の駅食事Ｎｏ,１
３８０円

講 師：新田安江 持参品：着物、帯、長襦袢、小物一式
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

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：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（材料費別） 季節の草花等を版画にしましょう
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
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：800円 絵手紙好きな人みんなでやりませんか

ご注文はお電話で
☎０２５８－４１－８１１０
土日も承ります

出前メニュー （税込価格）

６５０円

会場：和らぎ家

現在２０教室が開催中ですが、まだ余裕があります。 会場：良寛の里美術館または和らぎ家
申込先：良寛の里美術館 ☎０２５８－７４－３７００
※教室の受付は美術館となります。

体験教室新規開設募集中！

コロネソフト

４５０円

講 師：遠藤ハツイ、羽鳥節子 持参品：裁縫道具、メジャー、鉛筆
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

11日10時～12時

和島特産ガンジーソフト

フラワーアレンジメント ２８日 13時30分～15時30分

会場：良寛の里美術館

講 師：小林静枝
持参品：ハサミ、ピンセット、筆記用具
参加費：1,200円(材料費別)

初めての花結び

喫茶・お食事

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：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
会場：茶室指月亭
現在お休み中
お茶
講 師：近藤光子 持参品：あれば袱紗、懐紙
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

講 師：由井裕子
持参品：花バサミ、花器、剣山
参加費：８００円（材料費別） 生け花に挑戦、初めての方歓迎

押し花

歌って♪脳トレ

講 師：佐々木理江子 対象：50歳以上の方
参加費：1,000円
健康のために楽しく声を出しませんか

１７０円
セットで ５５０円

《田舎風煮込みうどん》

越後姫完熟のみ朝どり出荷
香り美味しさ抜群！
７２０円

●たい焼き

（小倉あん、クリーム、焼きいもあん） 各１５０円
３００g以上
４００円
中 ２２０ｇ以上
３００円
小 １５０ｇ以上
２００円
●だんご汁
３８０円
●良寛むすび
１７０円

《親子丼》

●焼きいも（紅はるか）大

たい焼き

焼きいも

（催事にもよく利用されています）

１７０円
●もつ煮込み（吸い物・ごはんセット）
８００円
●親子丼
７５０円
●あんかけ丼
７５０円
●カレーライス
５００円
●いちご（越後姫） パック
６００～８００円

７５０円

●けんさ焼き

配達料 ご注文合計 １０００円以上

無料

良寛むすび

けんさ焼き

寺泊 山田農園

だんご汁

ご注文受付時間：前日１５時まで。
当日１１時より配達可能です。

《あつあつきのこの
あんかけ丼/うどん》

親子丼

越後姫

６００～８００円（パック）

７５０円/７２０円

《もつ煮込み定食》 ＤＸ

乳製品勢ぞろい

良寛牛乳

加勢牧場

●アイスとジェラートは地方発送承ります

良寛製品特価で販売！

そのまんまｺｰﾋー味

１,４５０円 （だんご汁＋おぼろ豆腐
良寛ﾌﾟﾚｰﾝヨーグルト（１ｋｇ）

良寛コーヒーアイス ２７０円

良寛牛乳の新製品がお求めやすい価格で登場！

ガンジージェラート ３７５円

＋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

ガンジージェラート１５種類に拡大！ 焼き菓子新登場！

《もつ煮込み》

春のめぐみ
山菜の道の駅わしま
ふきのとう・こごみ・こしあぶら ・うど・うるい など
早ければ「たけのこ」も出始めます。

春の土づくりは
竹のパワーで！
わしま竹姫工房
◆竹パウダー（土壌活力材）

5kg 900円 10 kg 1,600円
◆雑草ガード （雑草抑制材）

畑からは
冬菜（とうな）が
出てきます。

50ℓ 1,000円
◆ポーラス竹炭（土壌改良材）
5ℓ 350円 10ℓ 700円
〇予約承ります。もてなし家
☎０２５８－４１－８１１０

お持ち帰り用

４月の休館日
１パック

＊良寛の里美術館
＊菊盛記念美術館
１（金）,２（土),３（日）(開館時間９時～１７時)
＊もてなし家 ：４（月）（開館時間：９時～１７時）
＊和らぎ家 ：体験教室開催日以外休館

ホーム
ページ

１,３５０円
要冷蔵
８００ｇ
（２～３人前）

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。

