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ライトアップ

福聚寺桜 三春町字御免町 お城坂枝垂れ桜 三春町字南町

日本三大桜のひとつ。樹齢1000年を

超える巨木に可憐な花が咲き誇るさま

は、見る者を圧倒する美しさ。４月上旬

～中旬が見頃です。

南成田の大桜

国指定天然記念物
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桜浪漫紀行

※ゴミはお持ち帰りください。



う-3MAP う-3MAP

ふく じゅう じ

福聚寺

田村氏三代の墓がある。本堂は釈迦如来坐像で、観音堂に木造十一

面観音像が安置されている。

臨済宗

三春町字御免町194

お-3MAP

しゅう でん    じ

州傳寺

松下家三代の墓がある。本堂に丈六仏が安置されている。境内には

一時地蔵尊がまつられている。

曹洞宗

三春町字新町251 ※本堂内拝観要連絡tel:0247-62-2554

し　 うん　 じ

紫雲寺

自由民権運動の中心となって活躍した河野広中の遺髪を納めた塚が

あり、大正末の政府要人が寄進した灯籠が広中の遺徳を偲ばせている。

浄土宗

三春町字大町184 ※本堂内拝観要連絡tel:0247-62-3408

い-1MAP

りゅう おん いん

龍穏院

藩主秋田氏尊霊塔がある。豪壮な本堂は、三春城の出城のような使

われ方をした。

曹洞宗

三春町字荒町160 ※本堂内拝観要連絡tel:0247-62-3603

い-2MAP

こう　けん　いん

高乾院

秋田氏歴代藩主とその家族の墓があり、江戸中期の和唐式、中央宝

形造りの御霊屋が清雅な佇まいをみせている。

臨済宗

三春町字荒町171 ※本堂内拝観要連絡tel:0247-62-2756

お-3MAP

てん　たく　じ

天澤寺

本堂は華麗。境内に安寿と厨子王の伝説にまつわる身代わり地蔵堂

がある。また三十三観音もまつられている。

曹洞宗

三春町字清水361 ※本堂内拝観不許可tel:0247-62-3304

お-3MAP

しん しょう じ

真照寺

仏像は本尊の不動明王像をはじめ優品が多い。本堂脇の古四王堂は

正徳年間の建立。裏庭には水芭蕉が群生している。

　「数珠巡り」とは寺院を巡ってひと玉ひと玉ご祈祷・ご祈願された数珠玉を集める心の巡行です。

　数珠玉には三春町にある１０か寺のお寺の名前が刻印されており、すべての数珠玉はご祈祷

してありますので、とても御利益があり、集める事でご参拝の足跡を辿ることができます。決め

られた期限や参拝順はございませんので、心の赴くままに巡ってください。 　江戸時代、日本では数学が飛躍的に進歩し、西洋と肩を並べ

るほどの発展を遂げます。和算と云えば、関孝和が知られて

いますが、東北地方では、関流とは違う和算が発達しました。

　佐久間庸軒は佐久間派の開祖として三春藩藩校「明徳堂」で

算学を教え、２０００名の門弟を教えた優れた和算家です。

　数学者や数学愛好家は、難問を解くことに成功すると、神社

や寺に算額を奉納するようになります。問題が解けたことを

神仏に感謝し、自分の業績を世に知らしめ、時には、問題だけ

を書いた算額を奉納して、ライバルに挑戦状をたたきつけること

もあったようです。数学好きは算額を見て回り、難問に挑戦し

ては腕を磨き数学をこよなく愛する江戸時代の日本人にとって、

神社仏閣は、知的格闘技の聖地でもあったと言えます。

　三春町内の神社仏閣には、難問を解いた算額、問題だけ載せ

た算額などが数多く奉納されています。

真言宗

三春町字新町258
※本堂内拝観要連絡
　　   （志納金必要）tel:0247-62-2705

い-2MAP

ほう  ぞう    じ

法蔵寺

お城から見て、真西に位置し町民大衆の極楽往生を誓願。本尊の胎

内に鎌倉期の秘仏あり。境内には 108 種の蓮の花が咲きまた、四

季折々に様々な花が楽しめる。

時　宗

三春町字荒町169 ※本堂内拝観要連絡tel:0247-62-2637

い-2MAP

こう　ぜん　 じ

光善寺

本尊の阿弥陀如来立像は鎌倉時代末期の作。本堂には天女の欄間絵

（天保2年作）がある。

浄土真宗

三春町字荒町157 ※本堂内拝観要連絡tel:0247-62-3778

い-1MAP

か　しょう いん

華正院

（馬頭観音堂）

延暦17年（798年）の創建。現在の観音堂は文政5年の再建で、領内外

の信仰をあつめた。三春産馬の奉納絵馬に当時を偲ぶことができる。

三春町字荒町70 ※本堂内拝観要連絡tel:0247-62-2082

ば　とう かん のん どう

しししししししし うん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じうん　 じ

紫紫雲雲寺寺雲雲寺寺
浄土宗

三春町字大町1844

う-2MAP

数珠巡りに参加するには

三春きたまち蔵「TEN

JIN」にて、スタンプ台紙、

親玉セットをご購入くだ

さい。

三春きたまち蔵「TEN

JIN」に戻り、各寺院の

数珠玉をご購入ください。

１１ 各寺院を巡り、スタンプ

を押印（10か寺）して

ください。

22 33

日本独自の数学 とは…？和 算

▲田村大元神社所蔵の算額

▲龍穏院所蔵の算額

料金 5,000 円
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6福島さくら遊学舎
5分 0.5km 10分

1.9km

7月上旬～9月上旬

屋台が軒を連ね、歌謡ショー

などが行われます。祭りの最

後には、三春ダム「さくら湖」

にて花火が打ち上がり、春・

夏・秋冬の3部構成で三春町

の移り変わる四季を創作花火

でバリエーション豊かに表現

しています。

ファームパークいわえ田んぼアート

三春町大字上舞木字板子内地内

9.2km

毎年、地域住民によって

熱のこもった田んぼアー

トが作られます。町内2

か所にある田んぼアート

それぞれのデザインをお

楽しみください。

ページ ページ

三春町観光ガイドブック 修正箇所：写真差し替え・一部削除　R5.2改訂 夏 summer

Ｂ-3Ｂ-3



三春の街なかや神社仏閣を鮮やかに彩る紅葉。三

春大神宮と真照寺では、昼間の赤と橙の色が織り

成す美しい紅葉と、夜のライトアップに写し出され

る艶やかで煌びやかな紅葉を楽しむことができ

ます。

三春町観光ガイドブック　変更箇所：写真追加・差し替え、一部削除　R5.2 改訂 秋 autumn　R5初校

彩色豊かな街なかをゆっくり散策するのに抜群の

季節。昼は鮮やかな紅葉、夜はライトアップされて

表情を変えた艶やかな紅葉で癒しのひとときを。

さまざまなイベントや地元ならではの旬の食材使った料理な

ど、美味しい秋を満喫できる2日間。町内企業と団体による展

示、歌謡ショーやキャラクターショーなどのステージイベント、

大抽選会など楽しいイベントが盛りだくさん。誰もが「来て・見

て・食べて・参加して」楽しいまつりです。

三春の郷エイド&サイクリング
9月下旬頃

さくら湖（三春ダム）の心地よい秋風・ロケーション

にふれながらサイクリングを楽しめる初心者コー

スから、起伏のある里山の田園風景や城下町の街

並みを廻る上級者コースまで自転車を通じて「三

春の秋」を実感しながら健康増進を図ります。ま

た、エイドステーションでは三春の“うまいもの”を

味わっていただけます。

荒町・新町の長獅子舞が1年交代で神輿渡御の露払いをするとと

もに、旧町5地区ごとに山車が出て、神輿還御には北町、八島台

を含めた7地区の神輿行列が町内を練り歩きます。

10月のスポーツの日の前の土・日曜日



天澤寺



明治時代の豪商であった旧吉田邸を改修して公開していま

す。母屋は数寄屋造りの２階建。高級材での内部仕上げが見ど

ころです。また、文化伝承館のある通りは、磐州通りと呼ばれ、

通り名は、この通りにある紫雲寺に

自由民権運動家の河野広中の遺髪

を埋めた「磐州河野先生瘞髪塚（ば

んしゅうこうのせんせいえいはつ

ちょう）」にちなんでおり、通りには、

加波山事件自由の魁の碑もあり、自

由民権運動の歴史を後世に伝えて

います。

三春人形を始め東北地方の郷土人形を多数蒐集し、守

り抜かれた郷土人形の一大コレクションです。２棟の

土蔵を利用して収蔵・展示をしています。

土蔵も築１３０年と古い

もので、特に１号館１階の

階段箪笥や襖絵（この地

方の画家で鶴の絵を得意

とした中村寛亭の手によ

るもの）と、その裏面の三

春藩校所教授であった

依田氏による「飲中八仙

歌」の書はみごたえがあ

ります。

入館料/大人200円

高校生以下・障害者手帳

をお持ちの方は100円

コミュタン福島

コミュタン福島（福島県環境創造センター

交流棟）は、福島県民の不安や疑問に答

え、放射線や環境問題を身近な視点から

理解し、環境の回復と創造への意識を深め

ていただく施設として、平成２８年７月に

オープンしています。

コミュタン福島には、放射線や福島の環境

の現状に関する展示のほか、３６０度全天

球シアター、２００人収容が可能なホール

などがあります。３６０度の映像を体験で

きる全球型の環境創造シアターでは、様々

な映像をご覧になることができます。

三春町深作10-2（田村西部工業団地内）

月曜（祝日の場合翌火曜休）

tel:0247-61-5721

9：00～17：00

無料

URL：https://www.com-fukushima.jp/

三春町文化伝承館・磐州通りう-2

三春町字大町82

月曜（祝日の場合翌火曜休）

冬期は土・日・祝祭日のみ開館

tel:0247-62-5263

無料　紫雲閣は有料

4月再オープン予定とな

ります。

9：00～16：00

三春町字桜谷５

月曜（祝日の場合翌火曜休）

tel:0247-62-5263

入館料/大人300円

高校生以下・障害者手帳をお持ちの方は150円

人形館との共通券/大人400円

高校生以下・障害者手帳をお持ちの方は200円

9:00～16:00

D-2

城山公園・三春城跡

三春城跡は舞鶴城跡とも呼ばれており、城下町三春の

シンボルとして町民に親しまれ、現在では「城山公園」

として整備されています。三春城跡へは、お城坂と呼ば

れる坂を上がるのが便利で、中腹まで車で行くことが

できます。城跡には、わずかに石垣が残る程度です。

2017年4月には続百名城に選定されています。

お-2

自由民権発祥の地の石碑とと

もに自由民権運動家として有

名な、河野広中の銅像が建て

られています。令和 5 年、没後

100年を迎えました。

三春城及び城下町の当時の姿（近世、秋田

氏の時代）をＶＲで再現しました。

三春城の御城印。城主であっ

た田村家の家紋「車前草」、秋

田家の家紋「檜扇に違い鷲の

羽」を押印して、三春きたま

ち蔵「TENJIN」、三春町歴史

民俗資料館にて領布してい

ます。1枚300円。

季節限定御城印もあります。

令和4年度の季節限定御城印

冬

夏

冬

夏

秋

春

秋

春

三春城の情報がたっぷり

載っています！

中世以来の城下町として栄えてきた三春の数多い文化遺産や、明治

初頭の自由民権運動の発祥の地として、河野広中をはじめ民権家の

遺品や関係資料を常時展示しています。

大型ディスプレイ、専用ゴーグルで三春城VRを体験できます。
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令和５年3月1
9日に

リニューアルオ
ープン！

令和５年3月1
9日に

リニューアルオ
ープン！



福島さくら遊学舎

旧桜中学校を活用したアニメーションミュージアムです。常設

展・企画展の運営以外にも、アニメ作品と連動した展覧会や上

映会、ワークショップも行っており、親子で楽しめる施設です。

三春町大字鷹巣字瀬山213

tel:0247-61-6345

展示内容によって変更あり

※見学には、事前予約が必要です。

三春の里田園生活館

さくら湖自然観察ステーション

春田大橋

三春の里田園生活館には、田園生活の豊さ、楽しさを実感してほしいという願い

が込めれており、この地が育む四季折々の自然の恵みを感じることができる施

設です。農産物直売所「かご市」では、地元の農家のみなさんが作ったものを販

売しており、地元の食材を使った食事処や気軽に入れる入浴施設もあります。

野鳥の観察や植物・水生生物の観察、天体観測など

を楽しみながら自然の重要性を学ぶことができる施設

です。観察や体験教室のイベントも開催しています。

三春町大字西方字石畑487-1 tel:0247-62-8010

ダムカードは喫

茶フォーレ（定

休日の月曜日は

三春ダム管理

事務所）でもら

えます。

ダムサイトの右岸には、三春ダム資料館があ

り、三春ダムのことが楽しみながら学べる展示

フロアやダムの眺望が楽しめる展望室、さくら

湖を望みながらの休憩コーナーもあります。

長さ218m、幅9.75ｍ、橋脚・主塔の高さが118

ｍの斜張橋で、主塔の形状は「三春」の「春」をイ

メージして造られました。

三春ダムは、福島県のほぼ中央を流れ

る阿武隈川の右支川である大滝根川

に、さまざまな役割を果たすダムとして

完成しました。暮らしを潤し、地域の発

展につなげていくために幅広く活用さ

れています。ダムサイトの左岸は、春を

彩る2300本の桜が植樹された「さくら

の公園」、右岸には、秋を彩る1600本

のモミジが植樹された「もみじ山公園」

が整備されています。

三春ダム（さくら湖）

お城坂を上り、左手に 進

んだところにある小公園

に「愛姫生誕の地」とい

う記念碑があります。

父：田村清顕（三春城主）

母：於北（相馬顕胤の娘）

出家後の院号：陽徳院

子：五郎八姫（松平忠輝正室）

　忠宗（仙台藩２代藩主）

　宗綱（岩ケ崎伊達氏初代当主）

　竹松丸

　永禄11年（1568年）三春城（現在の城山公園）で女の子が誕生

し、「愛」と名付けられました。「愛姫」の誕生です。愛姫は戦国

大名である三春城主田村清顕の娘で、天正7年（1579年）に数え

年12歳で伊達家に嫁ぎ、伊達政宗の正室となった人物です。

　愛姫は、敵対する戦国大名たちの目を逃れるようにして米沢城の

政宗のもとへ嫁ぎ、その後は、時の政権と良好な関係を保つため、

京都・大坂、さらには江戸と、遠方の地を転々とする人生を送るこ

ととなります。

　そのような折であっても、愛姫の気丈な振る舞いや、繊細な心遣

いは一目置かれ、伊達家の正室として丁重な扱いを受け、独眼竜と

して戦国の世に名を馳せた政宗の生涯を支えたと言われています。

まさに柔と剛を併せ持つ「武家の妻の鑑」を体現したような人物であっ

たと考えられます。

三春ダム資料館

三春町大字西方字中ノ内403-4

9：00～16：30 年末年始

tel:0247-62-3145（三春ダム管理事務所）

無料

50台+大型車P3台Ｐ

三春町大字西方字石畑270-1

展示室…9：00～16：30

５台

tel:0247-61-1546

展示室…無料

Ｐ

URL：http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

URL：http://miharu-mk.com/

URL：https://fukushimagaina.com/

永禄11年（1568年）～承応2年（1653年）
＜安土桃山時代＞ ＜江戸時代前期＞

愛姫生誕450年特設サイトはこちら➡

三春城（別名：舞鶴城 ※現在の城山公園）

で誕生した愛姫（めごひめ）の生誕450年を

記念した特設サイトです。

三春滝ザクラ 観光音声ガイド

三春滝ザクラ VRツアー

ありし日の三春城が
よみがえる！

情緒あふれる音声ガイドが楽しめます！

三春滝桜の四季や

町の観光スポットを

臨場感あふれるVRで

体験できます！

表門、三階櫓、本丸御殿

などをパノラマVRで再現。

江戸時代の三春の町から

見える三春城も楽しめます。
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三春滝桜はつぶあんで、桜サブレーは桜

の花の塩漬けが乗っています。クッキーの

甘さと桜の花のしょっぱさが絶品です。

季節の和菓子を製造しています。しっとり

としたビスまんとあんがたっぷり詰まった

大福がお勧めです。

春陽三春名物「おたりまんじゅう」本舗。三

春の四季を彩る季節の和菓子も取り揃え

ています。春限定の花見だんごも絶品です。

三春町字中町38

不定休

2台

tel:0247-62-2308

9：00～18：00

P

三春町字荒町69

不定休

1台

tel:0247-62-2456

7：30～17：30

P

三春町字新町160-4

8：00～19：00

火曜休 5台P

4席席

三春滝桜 大　福

桜サブレー ビスまん いちご大福

おたりまんじゅう

26 27 28

http://www.yubeshi.co.jp/

5 6

チーズまんじゅうはレモン味のクリームチー

ズが入った焼き菓子で、みそまんじゅうは

しっとり、昔なつかしいおまんじゅうです。

季節を問わず毎日鮮度の良いお菓子たち

を２０～３０種類取り揃えています。

花詩さくら湖は花の里三春を代表する三

春滝桜と三春ダム（さくら湖）をイメージし

たお菓子です。お土産にどうぞ。

三春町字渋池36

火曜日、水曜日、不定休

tel:0247-62-3250

9：00～19：00
12月～3月 9：00～18：30

三春町字八幡町70

火曜日、第1・3水曜日

tel:0247-62-2238

9：00～18：30

三春町字中町68

不定休

2台

tel:0247-62-2346

7：00～19：00

P

チーズまんじゅう

みそまんじゅう

いちごのショートケーキ

おいしいプリン 滝桜ゆべし

桜詩さくら湖

22 23 24

米粉のマフィンやクッキー、お

豆腐を使ったヘルシーなキッ

シュなどできる限りオーガニッ

クなものを使っています。

三春町下舞木間明田26-1

不定期
（営業日はInstagramへ）

あり（宗像歯科医院と共有）

tel:070-3196-9062
（営業時間のみ）

11：00～17：00
（無くなり次第終了）

P

米粉のマフィン

米粉のクッキー

25

日曜祝日 あり

9：00～17：30
喫茶部門 10：00～16：00
（Lo15:30）

9：00～17：30

水曜日

ww.yubeshi.co.jp/ww.yubesubesubeshi.co.jpo.jpww.yubeshi.co.jp/ww.yubesubesubeshi.co.jpo.jpww.yubeshi.co.jp/

TO-FU

三春町の特産「ピーマン」を使ったご当

地グルメのメンチカツです。中は中華風の

味付けをしてあり、「ソースのいらないメン

チカツ」です。町内のお肉屋さんでお買い

求めできますので、お越しの際はぜひご賞

味ください。

三春産のピーマンは、

肉厚でビタミンＣと

Ｅが豊富なピーマン

です。三春を含む周

辺地域は、全国でも

有数なピーマンの産

地です。

江戸時代に創業の割烹料理屋。元祖名物油揚ほうろく焼®はこちらで召し

上がれます。

冷凍のグルメンチは、通販サイトで購入できます！詳細は

P29をご覧ください！

舞鶴城に由来し、鶴が天高く飛ぶ姿を形取って三角形になったと云われて

います。古くは城下町として栄えた三春では、多くの寺院があり、修行僧や

僧侶がいました。寺院が多いということは、精進料理としての豆腐料理も

発展していき、三角の形をした油揚げの文化ができたのかもしれません。

三春産ピーマン

三春町字大町18-1

11:30～（ラストオーダー）14:00/

17：00～（ラストオーダー）19：00※御予約制

日曜日夜の部（祝前日の場合、月曜夜の部）

tel:0247-62-5757 ※団体要予約

100席18台

八文字屋
「ほうろく焼®」

tel:0247-62-1113

9：00～17：30

tel:0247-62-3361

４

http://www.oohataya.com/

http://8monjiya.jp/

http://gurumenchi.com/

４

9：00～18：30

5台

不定休 ※お惣菜は日曜休

7：30～19：00

tel:0247-62-2272
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下旬

改訂箇所：一部文字変更、削除　R5.2 改訂
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C 3 C 4

D 3

E 2

C 3

B 4

夏になると、三春町内にある６か所のブルーベリー

園がオープンします。畑には何種類ものブルーベ

リーが実をつけ、自分で摘み取りその場で食べるブ

ルーベリーは格別です。開園期間は６月下旬から８

月中旬。時期によっていろいろな味わいを楽しむこ

とができます。開園期間中は各園とも無休ですが、

天候により休園する場合もございますので心配な

場合は各園にお問い合わせください。

9：00～18：30

8：30～20：00

ブルーベリー

ジュース

ブルブルーベリーリーブルブルブルブルーベーベーベーベリーリーリーリーブルーベリーブルブルブルーベーベーベーベリーリーリーリーブルーベリー

ジュジュースースジュジュジュジュースースースースジュースースジュジュジュースースースースジュジュースース

※見学は事前に予約が必要です。

tel:090-3366-7861

三春町大字過足字過足9-1

三春酒造

自然豊かな阿武隈山系の伏流水を使

用し、期毎に酒造りに会うお米を厳

選して、味わいを追及しています。そ

して、杜氏の優れた技術を活かした

手法と、きめこまやかな酒造りにより

「三春駒」は造られます。ぜひ、三春酒

造自慢の一杯を味わってください。



見学

❶橋本広司民芸

郡山市西田町高柴字福内41

年中無休

tel:024-971-3900

9：00～17：00

見学 販売

❷本家 恵比寿屋

郡山市西田町高柴字舘野161

木曜休

tel:024-972-2204

9：00～17：00

見学 販売 絵付け体験

❸㈱デコ屋敷本家大黒屋

郡山市西田町高柴字舘野163

年中無休

tel:024-971-3176

9：00～17：00

見学 販売 絵付け体験

❹彦治民芸

郡山市西田町高柴字舘野80-1

木曜休

tel:024-972-2412

10：00～17：00（土日祝16：00）

お食事・お土産 お土産

❺おいち茶屋（高柴デコ屋敷観光協会）

郡山市西田町高柴字舘野169

木曜休

tel:024-971-3907

9：00～17：00

❻大黒屋 物産館

郡山市西田町高柴字舘野43

年中無休

tel:024-981-1636

9：00～17：00

❶

❷
❸

❻
❺

❹

❶

❷
❸

❻
❺

❹

デコ屋敷資料館

おいち紅しだれ桜

おいち石割桜

得大勢至

蚕養神社

至本宮

至三春駅

デコ屋敷資料館

おいち紅しだれ桜

おいち石割桜

得大勢至

蚕養神社

至本宮

至三春駅

P

P

P
P

P

三春駒と三春張り子人形の発祥地です。

デコ屋敷の「でこ」とは人形の事であり、

人形屋敷 と言うことです。

江戸時代に三春藩領であったため、

三春駒や三春人形と呼ばれるようになりました。

　三春領が馬の産地であったことを反映して、今では「三春駒」と呼び

習わされている木馬が高柴デコ屋敷で作られています。

　三春駒は、京都の清水寺の僧延鎮が、坂上田村麻呂の出兵にあたって

仏像を刻んだ残りの木切れで100頭の木馬を作り、これが実戦で本物の

馬になって田村麻呂を助けたことから作られ始めたとの伝説があります。

　三春駒の特徴は、すべて直線で造られていて美しく上品な紋様がある

ことです。三春駒の黒駒は、子宝・安産・子育てのお守りとして作られ、白

駒は老後安泰・長寿のお守りとして作られています。

　黒の三春駒は昭和２９年、郷土玩具として日本で最

初の年賀切手に採用されています。

※日本三大駒：

　八幡馬（青森県）・木ノ下駒（宮城県）・三春駒

　三春だるまの特徴は、最初から目が入っていて、頭が平ら、横幅

に対し背の高い東北型で、顔一面に淡い色を施し、眉は長めでヒゲ

が濃く、顔の縁取りは鮮やかな藍がかった青色で、赤みを帯びた彫

りの深い顔つきが特徴です。高柴が発祥の地なので、「高柴だるま」

とも呼ばれています。

　三春人形は、江戸時代、三春藩領であった高柴村（現在の郡山市西

田町高柴）で作られ始めました。大小のダルマや各種のお面、恵比寿

大黒や干支の動物などの縁起物をはじめ、雛人形や歌舞伎・浮世絵に

題材をとる人形まで多くの種類があります。仙台の堤土人形にもよく

似ており、その影響を受けたとされています。

　三春張子人形は紙という素材を生かし、非常に躍動的で、繊細な人

形として知られています。人形が成立した時期について正確なところ

はわかっていませんが、江戸時代、文化・文政の頃に最盛期を迎え、

その当時、非常に優れた人形が作られていたことがわかっています。

高柴デコ屋敷では、絵付け

体験なども行うことができ

ます。

三春町マスコットキャラクター こまりん
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町内にある飲食店・お土産店・直売所などをご紹介します。三春町は、

のんびり回るほど良さが見えてくるまち。食べて、泊まって、話をして。

三春の人々の温かさに触れてください。

お食事処 パン

お土産 直売所

cafe

◆三春町八島台1-2-2 ◆11：00～
18:00 ◆不定休 
◆5台 ◆24席 
◆0247-62-2316

1 お食事処 おかもと
◆三春町字大町79 ◆11：00～15：
00 / 17：00～
19：00 ◆水曜休 
◆5台 ◆40席
◆0247-62-2370

2 お食事処 三條屋
◆三春町字北町9-2 ◆予約のみ。桜時期
はランチ営業あり。 
◆不定休（桜時期
は第1月曜日）
◆5台 ◆32席
◆0247-62-0166

3 味処 山惣 要予約

◆三春町字大町1 8 - 1  ◆ 1 1：3 0～
(lo)14:00/17：00
～(lo)19：00※御
予約制 ◆日曜日夜
の部（祝前日の場合、月
曜夜の部） ◆18台
◆100席
◆0247-62-5757
※団体要予約

4 お食事処 ほうろく亭（八文字屋内）予約個室あり

◆三春町字大町28 ◆11：00～14：
00 / 1 7：00～
20：00 ◆木曜休 
◆3台 ◆蔵20席、
店18席
◆0247-62-2052

5 むらかみ亭
◆三春町大字山田字下田77 ◆11：
00～19：3０ 木
曜  11：00～14：
30 ◆50台 ◆70席
◆0247-62-2602

6 三春茶屋

◆三春町字荒町141 -1  ◆11：00～
(lo)14：30/17：
00～(lo)22：00
日祝 11：00～(lo)
14：30/17：00～
(lo)21：00 ◆水曜
休 ◆5台 ◆30席
◆0247-62-2556

7 寿司 大音
◆三春町大字西方字石畑487 -1 
◆11：00～14：
00 ◆水曜休（12
月中旬～3月中旬ま

で休業） ◆100台 
◆36席
◆0247-62-8010

８ 里の茶屋（三春の里内）

◆三春町大字熊耳字古殿1-1 ◆11：00～
16：00 ◆金曜休・
1月1、2日休
◆20台 ◆35席
◆0247-62-4855

10 そばの駅 三春門前
◆三春町字大町115-6 ◆11：00～
14：00  ◆火曜
休、不定休 ◆1台 
◆17席
◆0247-62-3065

11 和久屋 要予約ご予約承ります

◆三春町大字貝山字岩田340 ◆11：
00～14：30/17：
00～（lo19:50）
20：30 ◆月曜休 
◆7台 ◆22席
◆0247-62-1317

12 やま㐂

◆三春町大字平沢字担橋165-2
◆11：00～15：
00 ◆年末年始休 
◆5台（駅前ロータ
リー） ◆25席
◆0247-62-8080

13 ばんとうプラザ（三春駅内） 14 杜のあぶりや 真仁
◆三春町大字斎藤字場上田248-2
◆11：00～22：00 
◆月曜・第一火曜
休 ◆5台 ◆8席
◆080-3333-2618

15 Mika’s Kitchen こ家 餃子・韓国料理

◆三春町大字富沢字新館243 ◆ 朝風呂 5：00
～8：00、 通常風呂 9：00
～21：00 お食事 11：
00～21：00（lo20：
30） ◆年中無休
◆約20台  ◆60席 
（その他大広間あり）

◆0247-61-6360

16 慶びの空間 きがる湯 お風呂・宴会

◆三春町桜ヶ丘1-4-6 ◆11：30～20：
00 ◆水曜休 ◆6台 
◆25席
◆0247-62-8660

17 レストラン プワール
◆三春町大字斎藤字場上田291-2 
◆11：00～15：
00（lo14:30）
/17：00～22：
00（lo21:00） 
◆月曜休（祝日の
場合翌日休） ◆30
台 ◆45席

◆三春町大字貝山字岩田54 ◆11：00～
14：30（lo14:00）
/17：00～23：00
（lo22:00） ◆月曜
休（祝日の場合翌日休）・
年末年始 ◆25台
（他店と共用） ◆48席
◆0247-61-5129

18 味の郷 こばりどん

19 エルマールガーデン三春
◆三春町大字山田字滝田2-1 ◆11：
00～15：00
◆不定休 ◆20台 
◆65席
◆0247-62-7957

20 魅羅樹 三春店
◆三春町字大町77-4 ◆11：00～18：
30（lo18：00） 
◆月曜、第1・第3
日曜休 ◆3台
◆24席
◆0247-62-7739

21 蔵のカフェ フローリアン

◆三春町大字上舞木字明部作38-29 
◆11：00～15：00
（lo14：30）/17：30
～21：00（lo20：
00） ◆月曜休（祝日
の場合翌火曜休）

 ◆8台 ◆16席
◆024-973-5841

22 café narumari（カフェ ナルマリ）

◆三春町字中町4 二ノ蔵 ◆11：00～
20：00※水曜日
はランチのみ ◆第
１水曜、毎週木曜
休 ◆4台（他店と共
用） ◆20席
◆0247-61-6757

23 カフェーブリキイヌ
◆三春町字中町4 三ノ蔵 ◆10：00～
18：00（冬季は
17：00まで）  ◆火
曜、第２・第４水曜
休 ◆4台（他店と共
用） ◆2 0席
◆0247-61-6695

24 カフェ遊楽

◆三春町大字西方字石畑487-1 ◆11：
00～15：00、17：
00～20：00（Loは
営業終了30分前）

◆不定休（年２回程度） 
◆100台 ◆50席
◆0247-62-8010

９ お食事処 四季菜（三春の里内）
◆三春町大字貝山字岩田60-1
◆ 火水木金11：00
～15：00
 土日祝10：00～
16：00 ◆月曜休 
◆10台 ◆26席
◆0247-62-8766

25 26手打ちらーめん 次郎
◆三春町字鶴蒔田17 ◆11：00～21：
00 ◆日曜休 ◆

20台 ◆32席
◆0247-62-3622

◆三春町桜ケ丘1-4-3 ◆11：30～14：
2 0 / 1 7 : 0 0～
20:45 （材料なく
なり次第終了）
◆水曜休 ◆10台 
◆23席
◆0247-62-1391

27 いろはや食堂

き

◆三春町大字山田字クルミヤツ15-2-3
◆11：00～16：
00 ◆無休
◆30台 ◆50席
◆0247-61-6620
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◆三春町大字斎藤字仁井道 348-4
◆10:00～17:00 
◆年中無休、年末
年始休 ◆200台
◆024-942-1138

29 BRITOMART
◆三春町字大町32-1◆ 10：00～16：
00 ◆ 日曜、祝日
休  ◆5台（みはる
壱番館地下駐車場）

◆0247-62-6222

30 さわ市（みはる壱番館内）

◆三春町字六升蒔50 ◆10：30～15：
00 ◆ 土曜、日曜、
祝日、第三水曜休  
◆6台  ◆10席
◆0247-62-2833

31 さわ市 坂の上店

◆三春町大字斎藤字場上田242-1
◆11：00～14：
30（材料なくなり次
第終了） ◆火曜休
（祝日の場合翌水曜

休） ◆21台 ◆20席
◆024-942-2003

28 とらや分店 村田や

◆三春町字中町51-1 ◆10：30～15：
00 ◆不定休 ◆2
台 ◆20席
◆0247-62-5846

33 メロディー

◆三春町大字西方字中ノ内403-4
◆9：00～16：30 
12月～2月 10：00
～15：00） ◆月
曜休（4月は無休） 
◆20台 ◆16席
◆0247-62-8155

34 喫茶フォーレ（三春ダム資料館内）
◆三春町大字鷹巣字水上111-4
◆11：00～18：
00（lo17：30） 
◆水曜休 ◆5台 
◆10席
◆ 0247-62-3420

35 碧い月
◆三春町大字西方字浮貝428-2
◆10：00～17：
00（lo16：00） 
◆木曜休 ◆20台 
◆20席
◆0247-61-6848

36 café nanala

◆三春町大字下舞木字石崎179-17
◆12：00～18：
00（lo17：30） 
◆月曜休 ◆4台 
◆10席
◆024-956-1608

37 アトリエ・カフェ 青い犬
◆三春町大字下舞木字岩本117-9
◆11：30～16：
00 / 18：00～
22：00 ◆水曜休 
◆7台 ◆25席
◆024-956-2101

38 CAFÉ ONE
◆三春町桜ヶ丘3-2-3 ◆ 11月～2月10：
00～17：00、
3月～10月 10：00
～18：00
◆ 水、木曜休
◆25台  ◆20席 
◆0247-73-8075

39 えすぺり

◆三春町大字熊耳字後古内138-1
◆10：00～19：00 
◆日曜休  ◆5台
◆0247-62-7646

45 手づくりパン工房 みどりの屋根

◆三春町字大町130
◆11：00～17：30
（lo17:00） ◆月
曜・火曜休 ◆5
台
◆0247-61-4320

42 さくらかふゑ三春 KAMINUMAYA

◆三春町字大町19 ◆7：00～18：00
◆日曜日、祝日休  
◆2台
◆0247-62-2256

46 （有）三春松葉屋パン店

◆三春町字八幡町58 ◆7：30～19：00 
◆第１・2・3木曜
休  ◆1台
◆0247-62-5577

49 お茶とうつわの大内屋

◆三春町大字山田字明夫作42-1 ◆8：
00～17：00（パン
なくなり次第終了） 
◆月曜・火曜休
◆20台 ◆10席
◆0247-62-1351

47 （有）杜のくまさん

◆三春町字大平182 ◆11：00～15：00 
◆日曜・月曜・木
曜休（ほか臨時休
有）

◆6台
◆080-6048-7462

48 boulangerie canure

◆三春町字中町52 ◆10：00～17：
00 ◆日曜休 ◆中
町公共駐車場を
ご利用ください。 
◆12席
◆0247-61-6777

40 Mon Ami
◆三春町字八幡町3 ◆9：00～18：30 
◆不定休 ◆中町
公共駐車場をご
利用ください。 
◆12席
◆0247-62-2850
（大谷酒店）

41 サマンサの台所

さくら麺

◆三春町字中町9 ◆10：00～17：00 
◆火曜、水曜、木
曜休
◆0247-61-6650

50 in-kyo

◆三春町大字山田字クルミヤツ56 
◆8：00～15：00
（なくなり次第終了） 
◆毎週日曜営業   
◆10台
◆0247-62-5065

54 パリッとやおや市
◆三春町大字斎藤字上田248 -2 
◆9：00～17：00
（なくなり次第終了） 
◆ 毎日（4月～12月） 
◆10台
◆024-943-5977

55 やさい100円ショップ
◆三春町大字西方字石畑487 -1
◆8：30～18：00 
◆ 年中無休
◆100台
◆0247-62-8010

56 三春の里田園生活館（かご市）

◆三春町字中町4 ◆10：00～17：00 
◆月曜休、年末年
始休
◆4台
◆0247-61-2661

53 三春なかまち蔵「花かご」
◆三春町大字平沢字担橋165-2
◆ 8：00～18：00 
◆ 年末年始休
◆5台（駅前ロータ
リー）

◆0247-62-8080

52 駅.com（三春駅内）

雑貨・インテリア

◆三春町大字御祭字小山119 ◆10：00
～16：30 ◆木曜、
金曜のみ営業
◆20台 ◆30席
◆090-3366-7861

51 ギャラリー木楽 木工品展示・喫茶コーナー

◆三春町字化粧坂88 ◆11:00～17：
00 ◆月曜、火曜
休  ◆8台
◆0247-73-8521

43 RETOWA Frozen Food
◆三春町西方字石畑253 ◆9:00～
17：30（変更する場
合あり） Café営業
11:00～17:00
◆1月1日・2日休  
◆10台 ◆24席
◆0247-62-1113

44 TO-FU Cafe おおはたや

◆三春町字大町114 ◆11：00（土10：
30）～17：00 ◆日
曜・水曜休ほか。 
◆公共駐車場をご
利用ください。
◆0247-61-4224

32 ALBARO

三春町内の商店が集まった通販サイトです。三春町のお菓子や酒といった

食だけでなく、地元に提供してきた実用品にいたるまで、

魅力の詰まった商品が“ぎゅぎゅっと”集まっています！

URL https://gyugyutto-miharu.com
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スポーツの日の前の土日

三春町字北町10
三春きたまち蔵「TENJIN」

9:00～17:00

年末年始
三春町字北町10　三春きたまち蔵

「TENJIN」内（事務局）

やむを得ない事情により、イベントの中止や規模が縮小される場合があります。

桜開花（愛姫さくらまつり）
４月上旬頃

タンデム自転車2,000円

修正箇所：文字追加、一部削除　R5.2 改訂

8：00～18：0010：00～17：00

月曜日、年末年始

0247-62-2020

バスセンター

西方
三春の郷 9月下旬頃

三春の郷エイド&サイクリング
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