加賀大聖寺山ノ下寺院群

特別公開
特別開催期間:

寺宝・庭園・御朱印

めぐり

令和元年10月26日（土）～11月3日（日） 9日間
大聖寺実業・加賀高
演歌・歌謡曲コンサート
10月26日（土）場所：蘇梁館内
演奏会：13：30～ 展示・販売 10：00～

実性院

蓮光寺

久法寺

全昌寺

正覚寺

宗寿寺

本光寺

加賀神明宮

会期中、3ケ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。

加賀神明宮

蓮光寺

宗寿寺

正覚寺

参加
無料

入場
無料

11月2日（土）6:36〜6:39
加賀神明宮の白山宮から
見る日の出

11月3日（日）9:00～15:00
蓮光寺
大茶盛会

10月26日（土）～11月3日（日）

庭園の公開と
和紙ちぎり絵展

11月1日（金）11:00～,14:00～
二胡とギターの演奏会
「幽谷の幻奏」 by 2strings

毎年11月2日、
白山の頂上から昇る日の出は
鞍掛山の鞍部と白山宮と
直線状で並びます。
秋の貴重な絶景を
お見逃しなく！！

顔がすっぽり入るほど大きな
茶碗と道具を使ったお茶会。
拝服料:2,000円・要予約
(大茶盛席・薄茶席込み)
※東海道五十三次の金屛風
イベント期間中、限定公開。

山と一体化するように造られた
大きな庭を持つ宗寿寺。
寺庭婦人による、染め和紙で
作られた優しい絵画も展示。
※庭園観賞（有料）
庭園管理協力金200円

二胡とギターのユニット
「2strings」が奏でる調べが
お寺の本堂に澄み渡ります。
※木魚の体験と念仏のお話
10/26(土)、27(日)、
11/2(土)、3（日） の11：00～

【場所】加賀神明宮社務所より
白山宮へ114の階段を約3分。

【お問合せ】
蓮光寺 0761-72-1609

【お問合せ】
宗寿寺 0761-72-2833

【お問合せ】
正覚寺 0761-72-3807

大聖寺・山ノ下寺院群と蘇梁館が、音楽・アート・グルメ でにぎわう ９日間。中もご覧ください。 ▶▶▶

蘇 梁 館 内 の イ ベ ン ト 10月26日（土）～11月3日（日）
入場
無料

10/26(土) 13：30～ （展示・販売 10:00～）
大聖寺実業・加賀高 演歌・歌謡曲コンサート
大聖寺実業高等学校と加賀高等学校の
吹奏楽部が寺院群めぐりのスタートを盛り上げます。
大聖寺実業高等学校・情報ビジネスデザイン科考案の
入浴剤などの商品の展示や販売も行います。

入浴剤セット （ 3個入り200円）

※蘇梁館内で開催します。
[演目]マツケンサンバⅡ・きよしのズンドコ節、津軽海峡冬景色ほか

入場
無料

10/27(日) 10：00～

Toiro Planet –トイロプラネット①やまと農園（農産物生産＆販売）
②MIKKE.（加賀リトリート＆農家プロジェクト）
③せんの蔵／小西千賀子&工房メンバー（草木染&織物）
④慈雨の庭（自然雑貨＆手作りお菓子など）
⑤九谷 まり華／中川眞理子(九谷焼作家）
⑥傳真恵（布バッグ）
⑦emp／堀 恵美子（キモカワ雑貨・布小物）
⑧小川 明子（クラフトバンド雑貨＆バッグ）

入場
無料

10/27(日) 14：30～

10/26(土). 27(日)

DenDen （民謡×WorldMusic）

10：00～

DenDen（デンデン）とは、
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！
加賀市の山中節もアレンジされています！

ピロシキおじさん
（手作りパン販売）
イベントだけに登場する限定のピロシキ屋さん
が蘇梁館に2日だけ出店！
ピロシキ（ロシアの名物パン）・ヒレカツサンドを
販売します。売り切れ御免！

＜DenDenメンバー＞
ムラタトシロウ(Vo,Gt) ウラタキヨフミ(Key)

参加
無料

「Toiro Planet 」とは？
十人十色それぞれの価値ある生き方や
個性を形に創造するグループ。
上記のQRコードから最新情報をチェック！

10/30(水) 11：00～

入場
無料

加賀ナイスガイズ

おためし健康太極拳

（歌とギターの生バンド）

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。
メンバーの皆さんが優しくサポートしてくださいます。
初めての方もお気軽にご参加ください。
服装自由（スカートは不可）。

ギターの生バンド演奏で
懐かしの歌を一緒に歌いましょう。
「加賀ナイスガイズ」
ギターと歌のボランティアバンド

主催：ヘルシータイチ勁精舎

参加
無料

10/27(日) 11：00～

10/31(木) 13：30～

10/30(水) 14：00～
中谷接骨院・中谷先生の

昭和歌謡曲を歌う会

脳も身体も若返り体操

参加費：100円

参加者の体調・体力に合わせて、先生がその場で体
操メニューを考えます。体力に自信がない方もお気
軽にご参加ください。※椅子に座って行います。
[持ち物] タオル・飲み物
講師：中谷接骨院・中谷亮博
柔道整復師・健康管理士・心理カウンセラー

月一開催で大好評の昭和歌謡曲の会！
70代・80代・90代の方なら誰もが知っている名曲をピ
アノ演奏に合わせて歌いましょう。歌詞カードもご用意。
[曲目] 上海帰りのリル・あゝモンテンルパの夜は更け
て等
主催：たぶんかネット加賀

山 ノ 下 寺 院 群 の イ ベ ン ト 10月26日（土）～11月3日（日）
10/26(土)

10/31(木). 11/1(金)10：00～16:00

江沼神社 公均の間
幕末期、国登録有形文化
財 梅花庵の公均の間の
天井全体に、絵師吉田公
均（よしだこうきん）によっ
て描かれた大作を2日限
定で公開。
【場所】 江沼神社
0761-72-0551

観覧
無料

11/3(日) 9：00～16:00

「赤手ガニ」
写真作品展

10/26(土)
観覧
無料

11/3(日) 9：00～16:00

楽焼 茶碗まつり

入場
無料

撮影地：塩屋 鹿島の森
撮影者：
久法寺住職・川瀬泰彦
北國写真連盟会員・全日本写真連盟会員
【場所】久法寺 0761-72-2872

楽焼き翠雲窯で焼成した抹茶茶碗や水指などの
茶道具、花入れ、皿、コーヒー碗、来年の干支「子」
の置物や香合などを展示即売します。
*作陶体験、会員入会、随時受付け中です
【場所】らくやき体験工房 0761-72-1175

- 蘇 梁 館 - 大聖寺駅から徒歩6分・駐車場完備
見学
無料

所在地：石川県加賀市熊坂町ハ２８番地３

11/2(土). 11/3(日) 10：00～
水引ワークショップ & 作品展
見ているだけでわくわくする、カラフルな水引の世界。
作りたくなったら体験も飛び込みでできます。
◆水引ワークショップ（有料 / 予約不要）
・所要時間：60分程度
クリスマスリース・お正月飾り：各2,000円
※ワークショップは11/2は16時まで、11/3は15時まで。
主催：水引ａｒｔ 波華 ～ｎａｍｉｋａ～

体験
無料

11/2 (土) 10：30～
【 メンテナンスヨガ 】 by ナチュラルスタイルヨガサロン

観覧
無料

[メンテナンスヨガ（要予約）]
痛みを和らげ、中枢神経系が深く落ち着きます。
長年凝り固まった体と心が自由になり、新しく正しい位置で再生します。
マット貸出（300円・要予約）
[ 予約受付] 蘇梁館：0761-72-5350 / Facebook： @NaturalStyleYoga
[染めと雑貨展] 11/2（土） 11:40～ 11/3(日) 10:00～
南国のセレクト雑貨・オリジナル雑貨を販売。

10：00～

11/2(土) 13：30～
オカリナミニコンサート

ニットカフェ加賀

by ライリッシュオカリナ連盟

10/31(木)

たぶんかネット加賀のボランティア活動『ニット
カフェ加賀※ 』のメンバーによる、ひざ掛け、
ソックス、座布団ほか、手作り雑貨の販売。
※東日本大震災の被災地である福島県へ、
手編みの膝掛けを贈る活動を行っています。

観覧
無料

10/26(土)

11/3(日)

（※一部非公開日あり）

お宝
限定公開
初代内閣総理大臣「伊藤博文」や、
北陸出身の絵師「岸駒」の掛け軸など、
大聖寺が誇るお宝を蘇梁館にて限定公開。
※展示されていない時はスタッフにお尋ね下さい。

10/26(土)

入場
無料

心がほんわかする優しい音色で
癒しのひとときをお届けします。
◆演奏者
野田悦子・平野ちづる
◆曲目：ハナミズキ他

11/3(日) 13：30～
ALTサラのEnglish Presentation

入場
無料

【Differences between Canada and Japan】

蘇梁館にて

観覧
無料

主催：ナチュラルスタイルヨガサロン

11/3(日)

（※一部非公開日あり）

加賀コスプレ
プロジェクト
今年4月から本格的にスタートした
蘇梁館のコスプレプロジェクト。
レンタル衣装や小物を手に取ってご覧いただけます。
※展示されていない時はスタッフにお尋ね下さい。

加賀市でALT（Assistant Language Teacher）として
活躍中のサラさんが、「カナダ」と「日本」の違い（食
文化、気候、国民性など）を優しい英語でお話します。
＜Sarah(サラ) ＞
カナダ・モントリオール出身。

11/3(日)

入場
無料

14：30～
アレクサンドル・ルロワ・コルト
ピアノコンサート & 作品展

演奏者/アレクサンドル・ルロワ・コルト
1977年、フランス・プロヴァンス生まれ。
演奏曲目/クラシック（ドビッシー、ラヴェルなど）、
ジャズ、シャンソン、アニメの音楽（ジブリなど）

[作品展] 11/1（金） ～ 11/3(日) 10:00～16：30
シルエットアートのほか、これまであまり公開し
ていなかったデッサンも展示予定。

山 ノ 下 寺 院 群 の イ ベ ン ト 10月26日（土）～11月3日（日）
8/31(土)

10/27(日)

11/3 (日) 10：00～15:00

10/26(土)

大聖寺藩創設380年記念

一日限定のお休み処！

蘇梁館（そりょうかん）

後藤才次郎磁佛と古九谷

庄兵衛茶屋

入場料：一般500円、団体420円（20名以上）
高齢者250円(75歳以上)、高校生以下無料

※10/1以降、料金改定の可能性があります。

◆文化の日（11/3）は全ての方入場無料
11/1(金)からは、企画展
「東京国立近代美術館工芸館コレクション展」。
休館日：月曜日、年末年始（祝日は開館）
【場所】 石川県九谷焼美術館 0761-72-7466

11/3(日) 9：30～16:30
入場
無料

期間中ほぼ毎日、
アート・音楽・グルメ等
上記イベントを開催

うどん・飲み物をご用意
してお待ちしております。
がらくた市（骨董）も同時開催！
いいものが見つかるかな？
寺院めぐりついでにぜひお立ち寄りください。

【蘇梁館とは】
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。

【場所】蘇梁館のうら・特設会場

【場所】蘇梁館 0761-72-5350

城下町大聖寺

山ノ下寺院群

と

蘇梁館エリアを散策しよう！

特別開催期間: 令和元年10月26日（土）～11月3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）

＜ 御朱印を3つ以上集めてプレゼントGET! ＞ 会期中、3ケ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。
寺院名・施設

寺院名・施設

曹洞宗 金龍山

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

鐘を撞けます。
1回50円
（イベント期間中
のみ）
鐘を撞けます。
1回50円
（イベント期間中
のみ）

大聖寺藩主前田家の菩提寺、歴代藩主の
・加賀藩御用絵師、佐々
墓があり、ぼけ封じ白寿観音もお参りできま
木泉景の屏風絵図。
す。通称「萩の寺」、座禅堂あり。

９：００
～１６：００

なし

一般400円
子供無料

大聖寺下屋敷町28番地
TEL 0761-72-1069

・特別展示 人間国宝
例年の星祭りは、水を被る荒行で知られる。
荒川豊蔵の茶碗
顔がすっぽり入るほど大きな茶碗と道具を
・11/3（日）9:00～15:00
使った大茶盛りが人気。
大茶盛会（要予約）

９：００
～１６：００

なし

浄財

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
TEL 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。

・写真作品展
「赤手ガニ」
（撮影地：塩屋 鹿島の
森）

９：００
～１６：００

なし

浄財

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

一般500円
小中学生
200円

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。

・11月1日（金）2回開催
二胡とギターの演奏会
・木魚の体験と念仏のお
話 10/26、27、11/2、3
11：00～

９：００
～１６：００

10/27

浄財

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
・庭園の公開
キ等6種類の樹木を着生しており大変貴重。
・和紙ちぎり絵展
（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。

９：００
～１６：００

10/27

庭園管理
協力金
200円

室町時代の涅槃図がある。日本百名山の
・特別公開
著者深田久弥の墓があり、全国から登山愛
絹本著色仏涅槃図（室
好家が訪れる。山門からの眺めが良く白山
町時代)
を一望できます。

９：００
～１６：００

なし

浄財

『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。

９：００
～１６：００

なし

賽銭

実性院 じっしょういん
大聖寺下屋敷町29番地
TEL 0761-72-1104
日蓮宗 華徳山

蓮光寺 れんこうじ

曹洞宗 熊谷山

全昌寺 ぜんしょうじ
大聖寺神明町1番地
TEL 0761-72-1164
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
TEL 0761-72-3807
日蓮宗 久昌山

宗寿寺 そうじゅうじ
大聖寺神明町3番地
TEL 0761-72-2833
法華宗 鳳栄山

本光寺 ほんこうじ
大聖寺神明町4番地
TEL 0761-72-3426

加賀神明宮
かがしんめいぐう
大聖寺神明町16番地
TEL 0761-72-0451

江沼神社
えぬまじんじゃ
大聖寺八間道55
TEL 0761-72-0551

らくやき体験工房
大聖寺下屋敷町１７
TEL 0761-72-1175

・11/2（土）6:36〜6：39
加賀神明宮の白山宮か
ら見る日の出

大聖寺藩の祖である前田利治公と、学問の
・10/31（木）・11/1（金）
神様、菅原道真公を祀る。重要文化財「長
10:00〜16:00
流亭」、深田久弥文学碑、「梅花庵」(公均の
「公均の間」公開
間)等、歴史的、文化的なものが多く残る。

長流亭
3月から10月
9:00～16:00
11月から2月
9:00～15:00

なし

長流亭
入場料
400円
(要予約）
境内無料

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。

９：００
～１６：００

なし

見学無料

・楽焼 茶碗まつり

http://www.rakuyaki.jp

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 ☎72-2724
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
★イベント期間中の土日は、蘇梁館でも
軽食を販売する店舗が出店いたします。 （予定）

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 ※ご不明な点はお電話でお問い合わせください。
e-mail : tabunka.net.kaga@gmail.com HP：http://tabunkanet.com Facebook：https://www.facebook.com/Soryokan/
後援 ： 加賀市/加賀市観光交流機構／北國新聞社

