
寺院名
月 月 月 月 月 月 ９月 月 月

実性院 梅
蕗

梅
つつじ

花菖蒲
燕子花 あやめ 百日紅 百日紅

白萩
白萩
金木犀 金木犀 紅葉

蓮光寺 落ちない
松ぼっくり

枝垂桜
蓮

つつじ
三葉松 三葉松 三葉松 三葉松 三葉松 紅葉

三葉松 三葉松

久法寺 水仙
つばき

水仙
つばき 紫陽花 紫陽花 むくげ むくげ むくげ むくげ

全昌寺 枝垂桜 つつじ 芝桔梗 芝桔梗 秋海棠
百日紅

秋海棠
萩

正覚寺 紫陽花
つつじ

つつじ
百合

百合
蓮 蓮 南天

紅葉

宗寿寺 雪柳 いちげ つつじ つつじ 半夏生 半夏生 半夏生 紅葉 紅葉

本光寺 つつじ あじさい 百日紅 百日紅 百日紅

加賀神明宮 さくら
枝垂桜 さつき いちょう

蘇梁館 雪柳
馬酔木

つつじ
椿 つつじ 山吹 白萩

むくげ
紫式部
秋明菊

特別開催期間 ２０１９年4月27日（土）～5月5日（日）9日間
四季折々の花がお寺を訪れる人を優しくお迎えし、花を通して寺院群とのご縁をいただきましょう

実性院 蓮光寺 久法寺 全全昌寺 宗寿寺 本光寺正覚寺 加賀神明宮

特別公開 寺宝・庭園・御朱印 めぐり

加賀大聖寺山ノ下寺院群

開花時期

正覚寺 本堂

寺院名・施設 見所・宝物・パワースポット 期間限定 特別展示等 拝観時間 会期中の休日 拝観料 長寿の鐘つき

曹洞宗 金龍山

実性院じっしょういん
大聖寺下屋敷町29番地

0761-72-1104

大聖寺藩主前田家の菩提寺、歴代藩
主の墓があり、ぼけ封じ白寿観音もお
参りできます。通称「萩の寺」、座禅堂
あり。

加賀藩御用絵師、佐々
木泉景の屏風絵図。
門前にてフリーマーケッ
ト開催５月４日・５日

９：００
～

１６：００
なし

４００円
子供無
料

開催期間中のみ
鐘を撞けます
1回50円

日蓮宗 華徳山

蓮光寺 れんこうじ
大聖寺下屋敷町28番地

0761-72-1069

例年の星祭りは、水を被る荒行で知ら
れる。頭がすっぽり入るほど大きな茶
碗と道具を使った大茶盛りが人気。

特別展示 人間国宝
荒川豊蔵の茶碗
会期中、抹茶もご用意
できます。

９：００
～

１６：００
なし 浄財

開催期間中のみ
鐘を撞けます
1回50円

法華宗 長昌山

久法寺 きゅうほうじ
大聖寺下屋敷町2番地

0761-72-2872

寺宝として鬼子母神立像／三十番神像・
十羅刹女立像等があり、境内には日本で
初めて鉛筆を製造した柿沢理平、加賀藩
の語学教師として招かれたリトルウッド
（英国人）の墓があります。

会期中、本堂にて川瀬
住職が撮影した写真作
品展「上海・江南の思い
出」と題して開催します。
入場無料

９：００
～

１６：００
なし 浄財

曹洞宗 熊谷山

全昌寺 ぜんしょうじ
大聖寺神明町1番地

0761-72-1164

山口玄蕃の菩提寺。五百羅漢(加賀市
指定文化財)松尾芭蕉が奥の細道の
旅で泊る。

魯山人の焼き物と掛け
軸公開

９：００
～

１７：００
なし

５００円
小中学
生２００
円

浄土宗 幽谷山履行院

正覚寺 しょうがくじ
大聖寺神明町2番地

0761-72-3807

本尊の履行（くつはき）阿弥陀如来は、平
清盛の寵愛を受けた加賀国仏ヶ原(現、
小松市原町)出身の白拍子仏御前が帰郷
の際、清盛から与えられたもの。

二胡とギターの演奏会
５月４日（土）2回公演
①11：00～②14：00～
入場無料

９：００
～

１６：００
4月30日 浄財

木魚の体験とお
念仏のお話し毎
日２時～、５月４

日除く

日蓮宗 久昌山

宗寿寺 そうじゅうじ
大聖寺神明町3番地

0761-72-2833

山門は大聖寺藩の関所門を移築したも
の。山門脇のスダジイは、ヤマウルシ・ウ
メモドキ等6種類の樹木を着生しており大
変貴重。（加賀市文化財）例年2月11日の
鬼子母神星祭りでは水行、御祈祷がある

嫁おどし肉付の面、版
木、 釈迦涅槃図（要予
約） 、和紙ちぎり絵展、
本堂にて4/27～5/5まで

９：００
～

１６：００
なし 浄財

５月３日 10時～
釈迦涅槃図の絵

解き説明
副住職

法華宗 鳳栄山

本光寺 ほんこうじ
大聖寺神明町4番地

0761-72-3426

室町時代の涅槃図がある。日本百名山
の著者深田久弥の墓があり、全国から登
山愛好家が訪れる。山門からの眺めが良
く白山を一望できます。

特別公開
絹本著色仏涅槃図（室
町時代)

９：００
～

１６：００
なし 浄財

加賀神明宮
かがしんめいぐう）
大聖寺神明町16番地

0761-72-0451

『山下神社』の名で親しまれている。
1868(明治初)年の神仏分離まで当境
内には真言宗慈光院があった。白山
宮や松尾神社など、境内社が多い。

白山宮より見る白山か
ら昇る日の出は絶景、
特に11月2日は山頂と鞍
掛山が一直線に結ばれ
る。

９：００
～

１６：００
なし 賽銭

蘇梁館そりょうかん
熊坂町ハ２８番地３

0761-72-5350
tabunkanet.com

北前船主の町、橋立の中でも最大の勢力
を誇っていた久保彦兵衛の住居を移築し
た建物。加賀市の文化遺産。

５/１～５までアレクサン
ドル・ルロワさんのシル
エットアート展を開催し
ています。

９：００
～

１６：００
なし

見学無
料

らくやき体験工房
大聖寺下屋敷町１７ ＴＥＬ

０７６１-７２-１１７５

九谷焼など一般の焼き物と異なり短時間
（15分）で焼成できるのが特徴。形作りか
ら削りまで2時間程度で完成します。

http:// . aku aki. p

苔玉・苔鉢作り講習会
4/27～30、楽焼き花器
で生け花展5/3～5/5

９：００
～

１６：００
なし

見学無
料

主催：ＮＰＯ法人 加賀国際交流会たぶんかネット加賀

事務局：〒922‐0842石川県加賀市熊坂町ハ28－3 蘇梁館内 電話/ＦＡＸ：0761‐72‐5350 e-mail : tabunka.net.kaga@gmail.com http://tabunkanet.com

後援 ： 加賀市/加賀市観光交流機構／北國新聞社

※ご不明な点は下記までお問い合わせください

付近のランチ・カフェ情報
①カフェ＆洋食「フェアレディ」
☎７３-３３３５
②和食「三津野」うどん・そば
☎７２-５５１０
③和食「ばん亭」☎７３-０１４１
④和食「山ぎし」☎０１２０-３１１７７０
⑤和食「三笠家」うどん・丼☎７２-２７
２４ ⑥
カフェ「茶房古九谷」九谷焼美術館２
階」☎７２-６３６６
⑦和食「一本田」蕎麦☎７３-１２２４
⑧インド・ネパールカレー「プラシッ
ダ」 ☎７３-１３３１
⑨喫茶よりみち☎72-3612

プ レ ゼ ン ト 会期中、３ヶ所以上の御朱印をいただいた方にオリジナルトートバッグを進呈いたします。
※蘇梁館の担当者に御朱印を提示していただきます。 数に限りがあります

大聖寺駅

市役所

蘇梁館

実性院

ろうきんギャラリー萩

保育園

蓮光寺

らくやき体験工房 久法寺

全昌寺

正覚寺

宗寿寺

本光寺

加賀神明宮

アパホテル

石川県
九谷焼美術館

市立図書館

げんば堂

図書館前

南町

市役所前

中町

1 ２

３ ４５

６

７

８
９

山の下寺院群 と蘇梁館エリアを散策しよう!

城下町大聖寺

特別開催期間：2019年 4月27日（土）～5月5日（日） 9日間
閑静な寺院群と蘇梁館エリアを散策しながら、気軽に自由にお参り拝見できます （状況により拝観できない場合もあります）

公園

表面



２日（木） ３日（金） ４日（土） ５日（日）

2時～3時童謡唱歌を歌いましょう
2時～3時 ピアノソロリサイタル

アレクサンドル・ルロワ

11時～3時 筆跡心理学に基づく
ワークショップ わたり書道塾

お問い合せ 実性院0761ｰ72ｰ1104

二胡とギターのコンサート
「幽谷の幻奏」11時～と2時～

改元記念
履行阿弥陀如来特別開帳

10時～ 宗寿寺所蔵 釈迦涅槃図の
絵解き解説：宗寿寺副住職

できます

公均の間

和紙ちぎり絵展 4/27～5/5まで 寺庭婦人

楽焼き花器で 生け花展 5月3日～5日 会場：らくやき体験工房

久法寺本堂にて 写真展 上海・江南の思い出 4/27～5/5 久法寺本堂にて

会期中お抹茶のおもてなしあります 会期中お抹茶のおもてなしあります

木魚体験とお念仏のお話し 4/27～5/3まで毎日2時～2時半まで

シルエットアート展示（アレクサンドル・ルロワ） ５/１～5/５まで

11時～4時 やまもも陶芸教室作品展＆陶芸体験
体験教室は午後1時～2時半

竹細工作品展示・制作ワーク
ショップ 10時～3時

付近でフリーマーケット（野菜を中心に） 出店料500円

９時～３時 趣味の裂き織り展示販売 木下淳子

筆跡心理学に基づくワークショップ

釈迦涅槃図の絵解き解説

童謡唱歌を歌いましょう

やまもも陶芸教室作品展＆陶芸体験

二胡とギターのコンサート

企画展 やきものいろいろピアノソロ リサイタル

趣味の裂き織り

5月3日午前 10時～
時～ 宗寿寺所蔵の寺宝

「釈迦涅槃図」
の絵解き解説を副住職さんが分かり
やすくお話します
会場：宗寿寺本堂

5月2日 午後2時～
幼いころ歌った
懐かしい童謡唱歌

や思い出の歌を歌いましょう！
曲目：大好きな童謡唱歌より
主催：たぶんかネット加賀

入館料／一般500円、75歳以上250円、

高校生以下、障がい者は無料

休館日/月曜日、年末年始（祝日は開館）

会期：4月13日～6月16日
石川県九谷焼美術館収蔵品
コレクション展

陶芸体験は
５月３日・４日
午後1時～2時半
動物の箸置きを作
ります。

販売は陶芸品のお皿、マグカップ、箸置き、

メモスタンドです。お問い合わせ：やまもも陶芸教室
携帯：090-7598-0703 松田

5月4日・5日午前 9時～
裂き織り（さきおり）と
は、たて糸には普通の
糸を使用し、横糸の代わ

りに細くひも状に裂いた布を織り込
む織物です。展示販売しています。

入場
無料

参加
無料

アレクサンドル・ルロワ・コルト 入場
無料

入場
無料

5月5日 午前11時～3時
～書道で心を整えよう～
今回のワークショップは、
漢字一文字を書いてその文

字を理想の形に変えていくことで、自分の意識
も変化させて心を整える書道体験です。

体験料：1回1000円（約30分）わたり書道塾
予約お問い合わせ 0761-73ｰ4822

「幽谷の幻奏」
by 2strings

5月4日
午前11時と午後2時 会場：正覚寺本堂

主催：正覚寺 協賛：たぶんかネット加賀
お問い合わせ 正覚寺0761-72ｰ3807

by Alexandre Leroi Cortot

5月5日
午後2時～3時

演奏曲目/クラシック(ドビッシー、ラヴェル)、
ジャズ、シャンソン、アニメの音楽など

竹細工作品展示・制作ワークショップ

5月3日
午前10時～午後3時
竹クラフト体験（可愛
いカエルを予定）
・小物販売・展示

竹クラフト専門店 ひだまり竹工房
お問い合わせ：0761-44-2174

４月27日（土） 28日（日） 29日 30日 5月1日（水）
11時～12時 ギターと歌の

ボランティアバンド
11時～12時 おためし健康太極拳

ヘルシー勁精社

1時～2時 大正琴コンサート

3時～4時【メンテナンスヨガ】
ナチュラルスタイルヨガサロン

２時～３時 DenDenライブ
民謡アレンジバンド

9時～ イベント開始式

お休み

加賀神明宮

イベント期間中無料休憩

当日、御朱印を拝受できます

特別公開 江沼神社

和紙ちぎり絵展 4/27～5/5まで 宗寿寺本堂 寺庭婦人

ニットカフェ バザー 編み物展示販売

江沼神社

山
ノ
下
寺
院
群

苔玉・苔鉢作り講習会4月27日～30日 10時～12時（30分程度）

蓮光寺

実性院

久法寺
全昌寺

宗寿寺

本光寺

らくやき体
験工房

写真展 上海・江南の思い出 4/27～5/5 久法寺本堂にて 写真展 上海・江南の思い出 4

正覚寺

会期中お抹茶のおもてなしあります 会期中お抹茶のおもてなしあります

木魚体験とお念仏のお話し 4/27～5/3まで毎日2時～2時半まで

蘇
梁
館

木魚体験とお念仏のお話し 4

草木染めとクラフト販売 ナチュラルスタイルヨガサロン

午前

午後

出店

イベント開始式

大正琴コンサート

【メンテナンスヨガ】ナチュラルスタイルヨガサロン

ギターと歌のボランティアバンド

特別公開 江沼神社 公均の間

DenDenライブ

おためし健康太極拳

4月28日午前11時～12時
（開場:10：45）

他人と競わず、ゆったりとし
た「楊名時八段錦・太極拳」「鄭子太極拳」を
体験してみませんか。
服装自由（スカートは不可）
ヘルシータイチ勁精舎 加賀教室HPあり

4月27日午前 9時～
場所：蓮光寺

境内
主催者、来賓挨拶 開始の鐘つき
どなたでも参加できます。

4月27日午後1時～2時
美しき日本の
こころの歌メドレー
東村幸子他3名

曲名：情熱の花・ペッパー警部・夜桜
お七 他 入場

無料

入場
無料

入場
無料

参加
無料

草木染めとクラフト販売

4月27日
午前11時～12時

加賀ナイスガイズ

日尻肇一(ギター)土井敏雄(ギター)吉野順一(ギ
ター)麻上佐和子(ギター)中池恵子(ギター)吉野
恵津子(オカリナ)河西早苗(ボーカル)

5月1日・2日 10時～4時
江沼神社の境内にある国登
録有形文化財梅花庵の公均
の間に幕末期、絵師吉田公
均（よしだこうきん）が八
畳間の天井全体に四季の草
花を描いた大作を2日間特別
公開します。 入場

無料

4月27日 午後3時～4時
【こんな方へ】
活動的な方、デスクワークの方、首肩腰ま
わりに痛みのある方、スポーツの好きな方
ヨガをしたことのない方、ヨガを教えてい
る方、妊婦、産後のケア、働き盛りの方
初心者にもおススメです。
【講師】ヨーガセラピスト 北國文化センター講師
蘇梁館ヨガ主催ナチュラルスタイルヨガサロン

入場
無料

写真展 上海・江南の思い出

4月28日
午後2時～3時

日本で歌い継がれた民謡
をベースに、世界各地の

曲のエッセンスを取り入れた新しい民謡を創作するユ
ニット ◇ムラタ・トシロウ（ボーカル・ギター）◇
ウラタ・キヨフミ（キーボード）
曲目：江差追分山中節斎太郎節南部牛追い歌木曽節など

4月27日～5月5日
会場：久法寺本殿
午前9時～4時
撮影：久法寺住職

川瀬康彦
北國写真連盟会員
全日本写真連盟会

参加
無料

4月27日～28日
会場：蘇梁館
内容： 旅のある暮らし、
南国雑貨、有機ハーブ、
草木染め

出店：ナチュラルスタイル
ヨガサロン

中面


