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◆体験料／3,990円
　　　　 　（バス代・ガイド料・保険料・見学料・お花見弁当）
◆集　合／10:00 城端別院善徳寺山門下
◆定　員／30名（最少催行人数15人）
◆ガイド／小原耕造さん（城端ナチュラリスト研究会）
◆その他／小雨決行（雨具ご準備下さい）
◆予　約／必要（2日前まで）
◆申込み／城端観光案内所 TEL0763-62-1821まで

春満喫！ となみ野桜めぐり

◆しだれ桜の由縁

◆開かずの門～式台門～

2011年

4/9（土）～16（土）・17（日）
【開催期間】

城端別院善徳寺 ほか ・ 城端市街地
◆主　催／城端しだれ桜まつり委員会　　◆後　援／南砺市
◆お問い合せ先　城端しだれ桜まつり委員会（南砺市商工会 城端事務所）　TEL0763-62-2163

潅仏式潅仏式潅仏式

特別展示 善徳寺  書画展

　城端別院のしだれ桜は慶安年間（1648～1652
年）に当時の住職が手植えしたとの記録がある樹齢
360余年の古木です。（当時の古文書『越州岡崎御
坊善徳寺真調記』の文中には「珍花にして枝手届き
にして八方へ垂れ花の色少し赤くタオヤカなる事…」と
記されています。

　式台門は開かずの門とされ、皇室や大谷家・本山
より見えた場合のみ開門される特別な門です。別名、
勅使門とも言われ菊のご紋を戴いている他、建造物
としての造り・装飾など大変に立派な門です。期間中
は特別開門いたします。

花祭り白象行進 お稚児さん大募集！（幼児・小学生）

4月17日（日）13:3
0～

4月16日（土）18:3
0～

4月17日（日）10:00
～15:00頃定期公演

城端しだれ

特特別展示特特特特別特別 善徳寺  書画展善徳寺  書画展書画画画書 展展展展

恋咲く桜並木恋咲く桜並木

城端短歌会の作品展
城端俳句会桜の作品展◆期　日／4月9日（土）～17日（日）

◆ご案内時間／午前の部 ①10:00　②11:00
　　　　　　　午後の部 ③13:00　④14:30　⑤15:30
　　　　　　　   ※17日は姫物語で各部屋使用の為、午前の部はなし。
◆拝観料／500円　◆問合せ／TEL0763-62-0026（城端別院）

親鸞聖人直筆の唯信鈔断簡や仏画。その他、江戸幕府の御用絵師である
狩野三家の一つ、鍛冶橋狩野家の祖「狩野探幽」の書画等を展示。

◆期　日／4月17日（日） 9:30～16:00
◆参加費／お一人様 10,000円
◆定　員／女性限定10名様

★お姫様満喫ポイント★

①琴と尺八の調べと
　お抹茶一服

②打掛羽織り
　記念写真撮影

③前田利長が宿泊した座敷
　「大納言の間」にて昼食（亮麿御膳）

④じょうはな織館にて
　織姫体験 ※人力車にて送り

4月10日（日） 9:00～
場所／城端別院 本堂

琴の調べ
篠原  俊栄 先生

桜写真展南砺写真協会

◆期　日／4月16日（土） 13:30～14:00
◆場　所／城端別院  式台門

◆期　日／4月16日（土）・17日（日）10:00～15:00
◆場　所／城端別院  式台門〈1服 500円〉

城端まちなか『えびす駐車場』に
飾らせてもらいます
短冊は期間中山門下、きよべ前に置いて
あります。桜並木の展示は24日（日）まで
予定しています。

11:00～売り切れまで
場所／富山そば研究会城端道場

出演／林道美有紀＆小泉こうのすけ
場所／城端別院（対面所）

ビール・焼き鳥・焼きそば・枝豆など、
美味しいもの取り揃えてお待ちしています！

気持ちが込められているなら、相手は
誰でもOKです。片思いのあの人に限らず、
家族や親友、もちろん恋人などへの
メッセージも大歓迎！

ハートの短冊にあなたの想いを
込めて一言メッセージを

書いて下さい

ハートの短冊にあなたの想いを
込めて一言メッセージを

書いて下さい

ハートの短冊にあなたの想いを
込めて一言メッセージを

書いて下さい

～城端の優美な春を艶やかに、こころゆくまで ～

「恋する城端  姫物語」

●受付・問合先／南砺市商工会城端支部  城端観光案内所（なお、土日祝日の受付は城端観光案内所のみといたします）

【ブログ】http://ameblo.jp/toyama-jack/
【ツイッター】http://twitter.com/toyama_jack002
●お問い合わせ…エルプライムイシムラ　TEL0763-62-1970

（TEL0763-62-2163） （TEL0763-62-1821）

4月17日（日）

メッセージ募集中！！

出丸桜無料休憩所出丸桜無料休憩所
出丸桜の下のベンチ

夜桜ジャズコンサート

向野の桜

出丸桜

しだれ桜

桜の
ライトアップ
桜の

ライトアップ

手打ちそば
販売

4月16日（土）・17日（
日）

4月9日（土）～17日（
日）

4月9日（土）～17日（
日）

4月13日（水）～17日（日）10
:00～18:00

入場無料

入場無料

呈　茶
大谷婦人会さんによる

【往路】金沢発8:30～　【復路】城端発16:00～
予約 TEL0763-62-2163

しだれ桜まつり号バス運行！しだれ桜まつり号バス運行！しだれ桜まつり号バス運行！しだれ桜まつり号バス運行！しだれ桜まつり号バス運行！
金沢駅西口より金沢駅西口より金沢駅西口より

演奏／Ｂｅｊａｚｚオーケストラ
場所／出丸公民館横

富山県がんばる商店街支援事業
衣装協力／ブライダルハウスことぶき

城端別院～市街地を歩きます
◆期　日／4月10日（日） 10:30～12:30
◆参加費／衣装代2,000円（衣装なしでも参加できます）
◆申込み／TEL0763-62-0026（城端別院）

1日限りのお姫様をとやまの小京都城端を舞台に
ゆっくりお楽しみいただきます。

詳しくは
裏
面を

★4月9 日（土）～17日（日）　街中ギャラリー
★4月16日（土）・17日（日）　恋する城端食べ歩きツアー

要予約

4月9日（土）開演14:0
0～

★向野桜・桜ヶ池・砺波嵐山など数か所
 （開花状況により異なります）
★地元ナチュラリストがご案内
★城端別院善徳寺特別展を鑑賞
★オリジナルお花見弁当

出演：城端庵唄保存会
　　　菁佳会・四葉会

〈特別料金〉
1,500円のところ1,000円

500円

着物で
アコースティック
ライブ

無料

城端別院善徳寺 ほか  城端市
◆主　催／城端しだれ桜まつり委員会　　◆後　援／南
◆お問い合せ先　城端しだれ桜まつり委員会（南砺市商

00 18 0

商 会 城

写真展写真展真真真写真真真真展 11:0
場所

4月16

00
入場無料場無場無

◆ 問 合 先 城端 桜 委員会（南 市商

00

絹の街城端が手織りのれんで

まちなかを彩ります

南砺市やその周辺の桜名所を
　　　　　バスでぐるっと巡ります

◆参加費／1,000円（見学料・ガイド料・保険料）※昼食は自由
◆集　合／10:00 城端別院善徳寺山門下
◆定　員／20名（最少催行人数10人）
◆ガイド／ガイドグループ機の声じょうはな・城端ナチュラリスト研究会
◆その他／小雨決行（雨具ご準備下さい）
◆服装・持ち物／歩きやすい服装・スニーカー・タオル・飲み物
◆予　約／必要（前日まで）
◆申込み／城端観光案内所 TEL0763-62-1821まで

街なかの桜名所を辿る
 　春うらら城端桜ウォーク

4月10日（日）10:00
～15:00頃

城端は桜の似合うまち。春の装いを見せる小京都の街
並みを桜を愛でつつのんびり散策した後、エドヒガンの
巨木で知られる「向野桜」までウォーキング。城端別院
善徳寺の特別拝観も御覧いただきます。

4月17日（日）13:0
0～

城端別院山門下
に集合！

きもので城端を埋め尽くそう！

「参加費無料」「参加表明無用」「途中参加OK」「途中離脱OK」「老若男
女不問」ゆる～い感じのイベントです。お好きな着物で城端市街地を小
一時間ゆるゆると歩きます。
さぁ！あなたも「着物姿で城端をジャックしてみませんか？」着物姿の似
合う町=城端としだれ桜まつりを一緒に楽しみましょう！

キモノでジャックin城端

開催中



協賛店名

オール電化・オール電化・
リフォーム工事リフォーム工事
ご相談承りますご相談承ります

オール電化・オール電化・
リフォーム工事リフォーム工事
ご相談承りますご相談承ります

オール電化・
リフォーム工事
ご相談承ります

体 験体 験
メニューメニュー
体 験
メニュー

◆ANGO安居…お菓子作りに使用していた古い道具（木型等）
◆手づくりの店 桂湯…花嫁のれん・花婿のれん他
◆さわだ時計店…象牙製品（15・16日のみ）
◆田村萬盛堂…瀬川石城先生一年を画く展（当店二階善哉にて）
◆野村茶舗…漆器類
◆安居プロパン店…瑞泉・連州師の半双屏風二点と民藝の壺三点

おたのしみ
ワゴンセール！！

いせや
☎0763－62－0267

資生堂・アルビオンキレイのお店

毎日増える悩みをあきらめないで！！毎日増える悩みをあきらめないで！！毎日増える悩みをあきらめないで！！
「のむ」「つける」の
　　　　   Ｗアプローチボディの

たるみ
目立つ
しみ 深く刻まれた

しわ ワンコインで
どれか一つ
体感できます。

隠したい
首のしわ

フェイスライン
のたるみ

1本の象牙から…
先人の魂のこめられた
              数々の製品が…
姿、かたちをお楽しみ下さい
展示／15日・16日のみ

♥♥♥ロールケーキまつり♥♥♥

花苗・種・ヤサイ苗
色々取り揃えてご来店を
お待ちしています。

花苗・種・ヤサイ苗
色々取り揃えてご来店を
お待ちしています。

春爛漫春爛漫春爛漫春爛漫春爛漫
なんと！ん米　サクラロール
桜餅、桜最中、桜プリン

“手作り 応援ミシンフェア開催中”
シンガー＆ブラザー＆ジャノメミシン
各メーカーの全機種を現金価格より

 30％～20％割引致します

城端仏壇製造販売
伝統的手法による手仕事

「最住の箔洗い」「最住の箔洗い」「最住の箔洗い」

◆日　時／２０１1年 ４月16日（土）、１7日（日）
    11:00～15:00
◆場　所／城端市街地一帯

◆受付場所／「JR城端駅・城端観光案内所」
　　　　　　「城端別院善徳寺山門下」

◆参加費／一人１０００円
◆定　員／一日 １００名

◆申込み／事前に予約願います（4月13日締め切り）
◆申込先／南砺市商工会城端支部
　　　　　（TEL0763-62-2163）
　　　　　城端観光案内所
　　　　　（TEL0763-62-1821）

◆特　典／①参加店で使える200円券
　　　　　②別院宝物館入場券50円割引

恋する城端恋する城端
まち巡り食べ歩きツアーまち巡り食べ歩きツアー
恋する城端
まち巡り食べ歩きツアー

富山県がんばる商店街支援事業

参加者募集！！
要予約

ひざ・腰の痛～い方

グルコサミン、サメ軟骨（コンドロイチン含有）MSM配合
関節を丈夫にして、
元気にすごしましょう 300錠　6,090円
15日・16日  ポイント2倍

ラクステップラクステップラクステップをどうぞ ・甘～い苺のロール
・バナナのロール
・生チョコのロール
・抹茶のロール

・きな粉のロール
・富山米のロール
ほかにも
いろいろあるヨ

古布でつくる
　　ネックレス作り
古布でつくる
　　ネックレス作り
古布でつくる
　　ネックレス作り

●日　時／4月15日（金） 
　　　　　①10:00～11:30　②13:00～14:30
●場　所／古布あそび「妙峰」
●参加費／1,500円　●所要時間／約1時間30分
●定　員／①8人　②8人
●予　約／必要（当日受付可）
●内　容／古布を使って自分だけのネックレスを作

ってみませんか
●申込み／古布あそび「妙峰」 
　　　　　TEL.0763-62-0354

春のスイーツ
　　　　バイキング
春のスイーツ
　　　　バイキング
春のスイーツ
　　　　バイキング

●日　時／4月16日（土）・17日（日）
　　　　　14:00～16:00
●場　所／ANGO安居
●参加費／1,500円
●定　員／各10人
●予　約／必要（当日受付可）
●内　容／春にちなんだ和洋スイーツバイキング！

ドリンク付きます。
●申込み／ANGO安居
　　　　　TEL.0763-62-0115

ビューティミストで
「うるツヤ肌」体感
ビューティミストで
「うるツヤ肌」体感
ビューティミストで
「うるツヤ肌」体感

●日　時／4月9日（土）～17日（日）10:00～17:00
●場　所／キレイのお店 いせや
●参加費／500円　●所要時間／約20分
●定　員／5人/1日
●予　約／必要（当日受付可）
●内　容／1,800円相当のキット（残りは自宅用に）

を使いミストを当てながらお手入れ！！生ま
れ変わった肌を体感

●申込み／キレイのお店 いせや 
　　　　　TEL.0763-62-0267

古布の組紐で作る
　　　　ブローチ等
古布の組紐で作る
　　　　ブローチ等
古布の組紐で作る
　　　　ブローチ等

●日　時／4月16日（土）・17日（日）
　　　　　10:00～16:00
●場　所／手づくりの店  桂湯
●参加費／500円
●所要時間／約30分
●定　員／20人（各10人）
●予　約／不要（当日受付可）
●内　容／ペンダントやストラップにもできます。
●申込み／手づくりの店 桂湯
　　　　　TEL.0763-62-0661

●日　時／4月10日（日）10:00～13:00
●場　所／野村パン教室
●参加費／1,000円
●定　員／10人（小学3年生以下は親子で）
●予　約／必要
●講　師／野村三和子先生
●申込み／南砺市商工会 城端支部
　　　　　TEL.0763-62-2163

和紙でつくる童子人形和紙でつくる童子人形和紙でつくる童子人形
わらべわらべわらべ

●日　時／4月9日（土）・10日（日）
　　　　　14:00～16:00
　　　　　4月16日（土）
　　　　　10:00～12:00・14:00～16:00
●場　所／じょうはな織館　●参加費／1,200円
●所要時間／約2時間　●定員／各回10人
●予　約／必要（当日空きがあれば受付可）
●内　容／和紙を使って手のひらにのるわらべ人

形を制作。着物は桜柄等、春らしい柄を
中心に揃えていますので、お好きな柄を
どうぞ。（講師 川原るみ先生）

●申込み／じょうはな織館 TEL.0763-62-8880

桜にちなんだ
　　　パン作り体験
桜にちなんだ
　　　パン作り体験
桜にちなんだ
　　　パン作り体験

ファスナーで作る
　　キラキラブローチ
ファスナーで作る
　　キラキラブローチ
ファスナーで作る
　　キラキラブローチ

城端市街地の「食」をつまみ食いしながらゆったりとまちなかを巡りませんか。
城端銘菓、スイーツ等合計14品を食べ歩きしながら城端の味覚と街の魅力を存分に味わってください。

さわだ時計店
☎0763－62－0302

総合衣料　池　田　屋
☎0763－62－0237

のむら薬局
☎0763－62－0074

御菓子処  井 波 屋
☎0763－62－0201

富田ミシン商会
☎0763－62－1738

エルプライム イシムラ
☎0763－62－1970

田 村 萬盛堂
☎0763－62－0124

もずみ仏壇店
☎0763－62－0309

グリーンフラワー 高田園
☎0763－62－3802

NEW

●日　時／4月16日（土）・17日（日）
　　　　　10:00～15:00
●場　所／きよべ・蔵布都藍
●参加費／300円（2個500円）
●所要時間／約30分  ●定員／30人
●予　約／必要（当日受付可）
●内　容／色ファスナーを使ってカラフルなブロー

チを作りませんか？（講師 丹羽やす子さん）
●申込み／きよべ・蔵布都藍
　　　　　TEL.0763-62-0227

・南　幸………さばのなれずし
・はやし食品…おやつ昆布
・松島松鶴堂…レモンケーキ
・まねき………桜ソフトクリーム
・溝口梅華堂…花見だんご
・ANGO安居…桜のマカロン
・ヨッテカーレ城端…桜むすび

・井波屋………おもちの田楽
・肉の岩崎……メンチカツ、シルクコロッケ（セットで）
・かねしま……うなぎのちまき
・蔵田精肉店…メンチカツ
・幸ずし………さばとサーモンの押寿し（菜の花、かぶら入り）
・竹部商店……どじょうのかば焼き
・田村萬盛堂…木の葉石

・ANGO安居
・洋菓子工房 イワキ
・肉の岩崎
・大西仏壇本店
・料理 かねしま
・河合呉服店
・カワイ書店
・かわべ商店
・蔵田精肉店
・幸ずし
・さとうストアー
・シーエスフィールド㈱
　今井ラジオ店
・じょうはな織館
・すがわ時計店
・寿司恵
・トミイ写真館
・南幸
・ビューティー ヌマグチ

・野村茶舗
・靴のはせがわ
・林食品
・藤井電機商会
・藤田飲料
・菜彩や フジタストア
・堀田生花店
・増山金物店
・松島松鶴堂
・旬の味 まねき
・溝口梅華堂
・みのや
・古布あそび「妙峰」
・もめん屋
・山下呉服店
・山下洋傘店
・ゆうざき寝装
・中華料理 リュウ
・西洋膳所  浪漫亭

参 加 店

なお、土日祝日の受付は城端観光案内所のみ
といたします。参加者には割引チケット付まちなかマップをお渡しします
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ギャラリー

500

桜茶でおもてなし

●期間／4月1日（金）～24日（日）
●場所／じょうはな織館1階ギャラリー
●内容／一線を退いた後に日本画を始められた
　　　　城端在住の森井氏。新作を含め20点を
　　　　展示します。

森井信一“米寿記念日本画展”

●場所／エルプライムイシムラ
●内容／エコキュート、IHクッキングヒーター、
　　　　蓄熱式暖房器

オール電化製品展示

展 示 企 画展 示 企 画


