
着物のことなら何でも

須坂「蔵の町のきもの屋」

こう
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大工10年の椰千外観
歴史的建造菊指定

卒業 入学 成人式 七五三

お官参り家族写真など

6切 3枚 組 (台紙付 )8000円
2冊以上ご注文で撮影データ

DVDプレゼント!

受付中 !! ●きもの診断士が常駐

●その場てお見積り′

01枚から受付けます′

きもの。帯
―

着付承ります



綿幸で生まれかわるノ
タンスにしまったままの着物ありませんか?

あなたの着物は、

大丈夫
ですか

黒留袖 (hT彩色加工) Eコロ20,000円

彩色し直しました。仕立て上がりのまま加工しますので

費用は安価ててきあがりま魂

帯 (染め替え7j「r)    国回35,000円
袋帯 名古屋帯を地味な色に染め替えることができま丸
解き洗い張リー色染 芯入れ仕立て上がリ

≫

※上記は、税別 参考価格です.

こんなトラフル よ早めのお手入れを/

■きもの全体のうす汚れが気になつて

■シミ カビ 汚れがくつきり  |

お問い合わせTEL 026-245-0218

帯金彩加工 嗣 8,000円
どうしても落とせないシミなどには金彩加工をしてシミ

を隠すことができま魂

可蔦高蔽面面而i百:議:ふ |

どうしても落とせないシミなどには柄を足してシミを隠す
ことができま寃 ※全体を修正する場合はお見積もりいたしま■

口その他の仕立て直し品月

・丸洗い          o袴 の仕立て直し

ゆ

ゆ

・かび落とし(九籠プラス)   。部分寸法直し

・八掛擦切れ直し      ・染め替え仕立て込,

・ 単衣裾切れ直し      ・洗い張り(仕立て込)

・八掛たるみ直し ・裏地取り替え

・留袖の比翼直し 。道行コートに仕立て替え

・ 単衣からF.‐に仕立て替え  道中着には立て替え

・ 紋入れ替え ・ 帯芯入れ替え

・身八ツロ、袖付ほつれ直し 。衿ふき

1鼻里1邊黛]加
作りかえることができま

解き カット裏地
芯入れ仕立て上がり

作り帯加工
(袋帯 名古屋帯)

お太鼓の形が
作つてある
「作り帯Jに直す
ことができま魂

※大切な帯を切らずに
加工する方法で魂被布コート加

お手持ち
かわいい被布コ
加工できま魂

1名古屋帯加工
1羽

織を素敵な名古屋帯に
加工できま魂
黒の絵ll機のほか 絞りの
小紋などからも帯にlll工 でき

解き 洗い張り芯入れ仕立てJ

私だけのオーダーメイドひな人形・五
お手持ちの袋帯から自分だけの素敵な
「お雛様Jや「二月人形」が作れま魂
袋帯/きもので屏風やタベストリーも
市1作できま魂 ×納期は約2ヶ月程度.



冠 婚 葬 祭 御風呂敷・御結納用品 。お宮参り掛衣裳 承り会

振り袖 春の着物準備会ノLI酪ギ11!     [コ ]28,000円 etc

■留袖・訪問着
お仕立て上がり

団 198,000円 etc

■振り袖3点セット

目 198,000円 ctc

■喪服一式
お仕立て上がり
[冬物―式]

団 198,000Fi etc

かわいい和小物も
取りそろえてあります′

秋。着物
f。 ,aut。輌、wo● ●

着
物
や
帯
を
ご
希
望
の

絵
柄
で
創
作
し
ま
す
！

「
属鯖燿。¬

平安時代針 渇帷子(ゆ かたびら,J

が語源とされている 帷子(かたび

ら,と は麻の単(ひとえ)のこと。今

のように 裸で風呂に入る時●に

なると 風呂上りに薔る木3の衣

類を|ゆ かた1と 呼ぶようになつ

た。やがで 夏のくつろぎ着 あるい

は普段口として定■.

このチラシをお持ちくださぃ′
もれなくステキなプレゼントを贈呈ノ

三歳 五崚 七歳の厄払いや子とも

の成長と幸せを最い 七五三をお

祝いする.

三虚でi言葉J五慮で「知恵J七歳

で「輌Jを神から授力るとされ そ

れを椰綺する地方もあるとい‐
.

一回

お宮参り、掛衣装

男児lt 31日 目   .1

須坂祗固祭笠鉾行列



i女き′ がたり難覆 織鱗欝悪響

ヵt夜  告ittlttRll顧:f瀞よ毬奪:irttL写″Lz窮定
という願 いが込められている

生まれてから 男の子は31日 日 女の子は32日 日に行うのが一

お富●り 1箇論般露朧 な努
長と饉をおい

産着 あ[案薫霜ι薔呈Fltti暉智::属展赫よ鼻
の葉がまっすくに富つ婆に因んで 子どものnt事成長を願った
ことから 赤,ん の産なの柄として人気があoた

蚊は 鮨家の家故を入れる 男の子は黒地に松や●の柄の質斗
日(の しめ)授ll女の子は花柄ヤ●‐鞠などの友禅の趣物をはお

"■
■ 清盤I臨呉拿留傷護濯ξ

=露
踊混壌鶴El

るようにするた人の知恵

ないつ。 t竃駅賜〕鶴読「雛鋼 R』輩聖ま量霧雪
啜

初
"旬
 蛮

=織
楓憩亀η錯暑,」]界 9そ寿致71若響

初 二 月    赤ちやんが生まれて初めて迎えるお正月のこと

地域によって ■ 書段は自い産着千か り着ていた赤ちゃんに 色物

の着物をなせて祝う

`お

色直し,とぃぅ候式を同時に行うところも

初 節 句 衣 装

『

靭 り 騒 路 禦 通

時 のお祭● 5月 5 olH年の節

枷正月離   [讐なPの
子には破魔弓 女の子には羽子板を,1ってお況い

初躊生
満 l歳の誕生祝い.

初韓 薙 ?麗 繊 」そよ轟 Fい
た

・
麟を子ど0こ背魚わ

〓一

その音 赤ち

"が
誕生すると 男女お 生まれてから7a日 に産

毛を利 ,3歳 になるとそれまで剃ってぃた髪を伸 ばし始めた こ

の時行われる饉式を「慶置きの祝いjと いい 今の3歳 のお祝い

の元になった

きちんと書を締める場合と 肴物の上に子検布jを 着せるll合が
ある「神なし被布]は七五三に着物で赴く少女の上むιして多く
用いられる 大抵は緋色の綸子が使われてお,大人用の根市
と違って袖が懲 相組で作った菊結びの飾,が打ち合わせ部
分の両肩に撻い付けられていることが多い

管 離穐轟髯うlil妻識鯛暴傷[ 羽繊袴が一般的 0は黒か紺力つ い力ヽ 最近ではからし0やグリー
ンなどの変わ

'こ

のものも見力けるようになった

"に

は数に入った
小刀を差しお守,を付け

―

を持つ

t五三
7●

女の子の七五三最後のお祝い。元は

'帯

離 の2●Jといって そ

れまでおていた着物にヽいていた付組を取 ,初めて大人と同じ

ように帯螂 める優式に関来している

友禅 刺 ll餃 ,な どの豪華な撮袖 に 袋帯を椰める 使われる

小物 も 帯椰め 帯撼げの他に 省迫 にびらかんざし 末広 ま

た しごさといわれる薔も使う.

特に女の子は このB初めて 大人用のきもの地―反 を使 った

本身裁ちのきものに抽を通す事となoて いる 肩やll`綺 い上

げをしてお,,

十 三 ,り  消 1雄 (数えで 1饉 )の年に大人の仲間入,を提う

1●●

厄払い
19蔵

19の 厄払いt娘
=喪餃を作る。 紋付さ着物を「着るjだけではなく家紘 女放付きのな物を子ど

もに作ってやることで 両場は子どもを一人前の大人として略茄
証となる 最も大切な第一ネし表の着物「棄服Jを誂える

壼11

咸人式
成人式が現在のスタイルでセレモ=―として全国各地で開催され

るようになつたのは I.・ 和20年 代頃から

もともと撮袖 の長いわ には『厄をはらい 清める[式 1=過 じる

意味がある.幸せを願う祈

'を
込めてまとう振袖は 人生の「,出

の日にメさわしい第一礼装

猥 袖

信●式
挙式に「自無垢 ]を着るのは『雅気をIIうJ疇聖な優式に,むj

と,ヽう息味力ヽ められている
"41衣

装 息空
=露

翠鶯躇議1督鑽臨 最醐 た
鶴静 務畿瞥番聯犠:難蹴鐵

"僣

喪1,ま凶服ともいわれ 父母 素子 親威等の「忌服Jの間は 喪
:iを着ること力`定められていた。

過夜には興主や遺嵌も正式壺服ではなく略式で行う.

女性の和装の場合は 黒無地か地味な無地のものに奥層

子どもの人口入学 訪日■・●彙地

子どもの結婚式  風留袖

観威の結婚式 鳳留拍 色留袖

知人の結婚式 紡田■ 振袖保 嬌者)

仲人 里雷釉

日駐車場完備
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