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重文秘仏
御 本 尊御開扉重文秘仏
御 本 尊御開扉御開扉
平成31年４月16日火―22日月平成31年４月16日火―22日月

国宝 妻沼聖天山国宝 妻沼聖天山

CELEBRATE  MENUMA  SHODENZAN’S  8 4 0 th YEAR

開始時間

開始時間

出演団体名

出演団体名 内　　容

神式祭礼神式祭礼

三町内大神輿渡御三町内大神輿渡御

御開扉参拝記念手形色紙御開扉参拝記念手形色紙
17水　14：00～　石舞台開始時間 内　　容

♥ 商業部会
赤飯・Ｂ級グルメ・和洋菓子
洋品・雑貨等　販売

10：00～16：00

18 192021

●● ● ●

主催／妻沼聖天山歓喜院・浄願会　　　後援／熊谷市・（一社）熊谷市観光協会・くまがや市商工会

妻沼聖天山の御本尊様は
昔から秘仏とされていますので、
いつも御本尊様のお厨子の扉は閉められており
直接拝むことはできませんが、
お開扉にかぎりどなたでも御本尊様のお姿を
親しくおまいりすることができます｡
これをお開帳とも申します。

国宝・妻沼聖天山では23年ぶりに御本尊を御開扉します。
併せて期間中には様々な催しをご用意して、皆様をおもてなし致します。

妻沼聖天山御開扉　概要

平成31年４月16日火―22日月

場　　所：妻沼聖天山　大師堂

拝観時間：午前10時～午後４時
［埼玉県熊谷市妻沼１５１１］

［当日受付時間　午前９時30分～午後３時30分］

拝観料【当日受付志納金】
3,000円［一般］
または10,000円［特別］

※本殿「歓喜院聖天堂」の彫刻観覧を含みます
※中学生以下は保護者が一緒ならば無料で	
　入場できます

交通のご案内
●電車 ･路線バスでお越しの方
ＪＲ熊谷駅北口より朝日バス太田駅行き ･妻沼
聖天前行き ･ 西小泉駅行き ･ 西矢島行きに乗車
し「妻沼聖天山前」で下車徒歩約１分です。

●自動車でお越しの方
御開扉期間中は、通常の聖天山駐車場が使用で
きません。無料の臨時駐車場をご利用ください。
また期間中は妻沼運動公園と妻沼聖天山付近の
間で無料シャトルバスが運行されます。

お問い合わせ

妻
めぬ ま し ょ う で ん ざ ん か ん ぎ い ん

沼聖天山歓喜院
埼玉県熊谷市妻沼１５１１
☎048-588-1644

（一社）熊谷市観光協会
☎048-594-6677
くまがや市商工会
☎048-588-0140

	13：00	 稚児行列
	13：30	 飾り神輿渡御
	14：00	 民謡流し
	13：00	 稚児行列
	14：00	 よさこい踊り
	15：00	 民謡流し
	17：00	 練り込み囃子連
	13：00	 稚児行列
	13：30	 三町内大神輿渡御
	14：00	 やろう念仏
	15：00	 民謡流し

	11：20	 妻沼民謡民舞連合会	 民謡・舞踊等
	13：20	 中田真理亜	 歌と笑いのバラエティーショー
	14：30	 妻沼小学校金管バンドクラブ	 バンド演奏
	15：10	 カラオケ	 カラオケ
	15：50	 小学生女子	 なわとび
	16：40	 熊谷市立妻沼西中学校	 吹奏楽
	17：10	 キッズビクスRing2	 キッズダンス
	17：40	 金澤未咲	 歌謡ショー
	18：10	 妻沼太鼓	天鼓会	 武州天野流妻沼太鼓
	11：30	 妻沼民謡民舞連合会	 民謡・舞踊等
	12：30	 大杉祭り囃子保存会	 大杉囃子
	13：00	 ダンスナビフーファー	 子供社交ダンス
	13：30	 オカリーナ風	 オカリナ
	14：00	 エプロンスィング	 コーラス
	14：30	 妻沼ハーモニカクラブ	 ハーモニカ
	15：00	 熊谷市立妻沼東中学校	 吹奏楽
	15：30	 フォレア	ミノアカ	 フラダンス
	16：00	 妻沼オカリナサークル	 オカリナ
	16：30	 よさこい妻熊連	 よさこい踊り
	11：30	 妻沼民謡民舞連合会	 民謡・舞踊等
	12：30	 妻沼八木節保存会	 八木節
	13：00	 キッズビクスRing2	 キッズダンス
	13：30	 わらしべ会後援会	 エイサー踊り
	14：00	 佐谷田マジッククラブ	 マジックショー
	14：30	 妻沼リコーダークラブ	 リコーダー
	15：00	 熊谷市立妻沼西中学校	 吹奏楽
	15：30	 たんぽぽの会	 舞踊
	16：00	 J.C.スピリッツ	 ジャズダンス

18 木

18 木

20 土

20 土

21 日

21 日

	14：00	 神式祭礼
	15：30	 薩摩琵琶実盛公
	15：00	 無外流居合兵道
	19：00	 西馬音内盆踊り・まかしょ会
	15：30	 無外流居合兵道
	17：00	 西馬音内盆踊り・まかしょ会
	19：00	 和太鼓「阿羅漢」天野流宗家
	15：30	 西馬音内盆踊り・まかしょ会

❖パレード【路上】

❖石舞台

❖お祭り広場舞台
❖くまがや市商工会
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地域活性化センターめぬま

建設部会

青年部

女性部

法人会妻沼支部

くまがや市商工会

くまがや市商工会

くまがや市商工会南支所

前	世界フライ級チャンピオン
木村翔選手トークショー

竹細工　手づくり販売

「福は内」ラーメン　販売
スーパーボールすくい

おしるこ・甘酒
玉こんにゃく　販売

大ビンゴ大会（豪華賞品）

えんむちゃん
グリーティング

えんむちゃん
ステージ

利根川商店「味噌だれの素」
芋屋TATA	焼き芋・干し芋販売

実 施 時 間 部 会 等 ／ 内 容

21日

20日

※21日は
14：00～14：30も有

※各行事は変更となる場合がございます。

イベント
ひ ろ ば】【

文
化
財
関
連
の
行
事 ▪「坂田医院旧診療所」「井田記念館」　一般公開

▪日時：４月16火～22日🈷 ９：00～17：00　※入場無料
▪場所：坂田医院旧診療所（熊谷市妻沼1420）

▪「妻沼聖天山の絵馬展」※観覧無料
▪日時：４月16日火～25日木
　　　　9：00～17：00（22日休館）
▪場所：妻沼展示館（熊谷市妻沼東1-1）
▪江戸中期から昭和にかけて妻沼聖天山
　に寄進された絵馬や奉納額の特別展

▪フォーラム「妻沼聖天山の
　　　　信仰と文化遺産の未来をめぐって」
▪日　時：４月16日火　14：00～15：00
▪場　所：妻沼聖天山石舞台
▪対談者：妻沼聖天山歓喜院院主　鈴木英全
　㈱小西美術工藝社社長　デービッド・アトキンソン
▪コーディネーター：熊谷市教育委員会文化財保護担当　山下祐樹

▪「斎藤別当実盛公史跡探訪ツアー」❖約５kmコース❖
▪日時：４月20日土	10：00～	※参加無料／当日申込
▪場所：妻沼聖天山貴惣門前集合（熊谷市妻沼1511）
▪案内人：熊谷学ラボラトリー・文化遺産研究会
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17 水

18 木

20 土

21 日

愛の献血、あなたも
聖天山付祭実行委員会

18日    ９：30～11：45
　　　13：00～16：00
妻沼公民館（聖天様北）



◆発行：めぬま商店街　　協賛：くまがや市商工会　　TEL：048-588-0140

店　　　名

店　　　名

品　　　名

品　　　名

縁結びメニュー・商品・サービス／おもてなし内容

縁結びメニュー・商品・サービス／おもてなし内容

	 １	 小林寿司店	 いなり寿司販売	 創業130余年　伝統の味１パック460円
	 ２	 ショーシン	 印刷・ハンコ・パワーストーン	 ガネーシャ神グッズ各種・えんむちゃんネイルシール300円
	 ３	 梅月堂	 和洋菓子・お休み処	 縁むすび焼150円、縁結び最中130円　参拝おみやげにどうぞ！
	 ４	 クラブ堂	 プラモデル	 全商品８％引きでおもてなし
	 ５	 佐藤青果店	 野菜・果物他	 冷やしきゅうり・トマト・焼きいも販売、お茶でおもてなし致します
	 ６	 海鮮釜めしとお魚の店	和灥	 釜めし・魚介和食	 縁結び海鮮釜めし1255円　木・金・土・日曜日の４日間営業
	 ７	 つり具の銭屋	 釣具専門店	 おもてなしMAPご持参のお客様にオリジナルステッカープレゼント！
	 ８	 おしゃれセンターきくや	 衣料品・化粧品・文具	 お買い上げ2,000円毎にBOXティッシュ１箱差し上げます
	 ９	 ハセ川薬局	 くすり・調剤	 漢方相談・処方箋調剤
	10	 清月堂	 和洋菓子販売	 超濃厚ちゅうちゅうプリン、にゃドレーヌは当たり付き
	11	 天下一鮨	 にぎり寿司・たわら寿司	 縁結びおまかせ四季セット864円、ランチセットメニュー各種
	12	 みよしそば店	 うどん・そば・丼	 縁結びセット1,100円、かつ丼セット880円
	13	 丸岡堂	 和菓子販売	 縁結び聖天最中・いがまんじゅう他、参拝後は甘い和菓子で御休憩を
	14	 新桝屋酒店	 酒類・煙草・食品	 縁結び聖天山1.8L、720ML、300ML販売しています！参拝土産にどうぞ

	15	 割烹千代桝	 うなぎ・天ぷら	 好評・ミニうな丼付きの縁結び定食1,500円
	16	 聖天寿し	 いなり寿司販売	 妻沼名物のいなり寿司１パック460円
	17	 和食ダイニングあか石	 お食事とお酒	 人と人と食材との縁結び　でっかい海老の縁結び天丼
	18	 騎崎屋	 お休み処	 聖天様ご参拝の折には、縁結びメニューの実盛公うどんをどうぞ
	19	 ビューティーハウス1511	 美容室	 当店ご利用のお客様に限りマユ毛カットサービス致します
	20	 森川寿司店	 いなり寿司販売	 妻沼元祖稲荷寿司　１人前460円
	21	 大福茶屋さわた	 甘味食事処・菓子販売	 築120年の古民家で“縁結びあんみつと名物とろろごわん”をどうぞ
	22	 茶の西田園	 茶・食品	 ハートのジェラート「抹茶」を１個380円にて販売中！えんむすび茶もどうぞ
	23	 焦がし屋武一	 ほうじ茶・ハーブ・はさみ焼	 ハートのジェラート「ほうじ茶」を１個380円にて販売中！
	24	 吉田屋本店	 飲食店	 当店自慢のえんむセットご注文の方にウーロン茶サービス
	25	 河内たこ焼　妻沼	 たこ焼き	 鶏ガラベースでコラーゲン満天　６個入り320円・12個入り540円
	26	 よか楼本店	 ラーメン・定食	 ３代続く変わらぬ醤油味！揚げたてコロッケもオススメ！
	27	 イイダ写真舘	 写真撮影・プリント	 聖天様＆えんむちゃんキーホルダーあります
	28	 小林だんご	 だんご・餅・赤飯	 ハート形の器に入った縁結び赤飯810円で販売しています
	29	 福田屋製菓店	 和菓子販売	 縁結びまんじゅう70円・縁結び最中120円・縁結び羊かん600円
	30	 ハヤシ写真館	 写真撮影全般	 ご来店のお客様に記念品プレゼントがあります
	31	 中島屋酒店	 地酒・シャディ贈り物	 縁結び聖天山ラベルの酒販売
	32	 喫茶　タンネの森	 コーヒー・ランチ・ワッフル	 御開扉期間中プチデザートサービス致します
	33	 坂田書店	 書籍販売	 来年はオリンピック！前回東京五輪の時代背景がわかる本あります（部数限定）
	34	 金子古家具店	 古道具	 家具の修理・家具の製作・椅子の張り替え・店舗内装なども承ります
	35	 三木屋洋品店	 衣料品	 このおもてなしMAPをご持参の方にはお買い上げ金額の10％OFFサービス
	36	 cafe＆bar　まほろば	 カフェバー	 美味しい珈琲とお酒のお店　自家製フレンチトーストと共に一息どうぞ
	37	 新井米店	 米穀	 縁結びグッズ販売中！
	38	 小池屋呉服店	 着物・和装小物	 御開扉記念オリジナルガーゼ手拭販売
	39	 蓮自転車店	 自転車販売修理	 他店でお買い上げの自転車でも修理OK
	40	 タイ古式セラピーゆるん	 タイ古式マッサージ	 女性専用タイマッサージで心と体を浄化し素敵なご縁を結びましょう！
	41	 サカタ化粧品店	 化粧品販売	 聖天山参拝の疲れをエステで癒やし、お茶でもどうぞ！
	42	 さわた妻沼店	 スイーツ	 チーズクリーム入りブッセ「聖天縁むすび」、「ちーず大福」も大好評です！
	43	 さわたおひさまパン工房	ベーカリー	 ハートの２色パンほか北海道産小麦100％の焼きたてパン、石窯ピザあります！
	44	 Ｙ’ｓ	café	 珈琲・紅茶・軽食	 ドリンクはTAKE　OUTできます！珈琲片手に縁結びのまち妻沼を歩きませんか？
	45	 茂木サイクル	 自転車販売修理	 新車には防犯登録し、TSマーク（保険付）サービス　参拝休憩にもどうぞ
	46	 田口薬局	 薬販売	 健康相談・漢方薬の相談お気軽にどうぞ
	47	 おうちサポートモテギ	 パナソニック製品販売	 リフォーム・オール電化の無料相談、お茶・お菓子でおもてなし
	48	 めぬま屋	 お食事処・お惣菜	 お食事とコロッケ・メンチ・鳥のから揚げお土産にどうぞ
	49	 ばんばん	 フライ・焼そば・カレーポテト	 日曜限定！マップ持参でフライ焼そばセット注文の方カレー味ポテト１ヶサービス

※各店サービス内容は妻沼聖天山御開扉の平成31年４月16日（火）～22日（月）のみ有効です


