
神事・巫女舞      午後4時30分 
神楽・吹き火奉納   午後6時30分 
（小河原火舞保存会） 

神事・巫女舞     午後１時 
神輿奉納       午後1時30分 
初宮参り、七五三  午後１時40分 
子どもすもう     午後2時 
餅まき         午後3時 



１．神おろし  太夫（神官）    
 
 
２．旗舞    太夫  
 
３．岩戸開き  露はらい       
           太鼓かくし青鬼  
          太鼓かくし赤鬼  
          行 灯 
          姫 
          お多福         
          大力男之命 
 
 
４．刀舞     武官  
 
 
 
５．なぎなた舞  武官 
 
 
 
 

    

奉納 火舞い（予定） 

ＴＥＬ（０８２）８４４－０３０１ 
広島市安佐北区小河原町１０４－１ 

 
 金谷 晃一（麻下）  社会人 
 
 
 田川 幹太（麻下）  中学１年 
 
 永原 陽惹（庄原）  小学5年 
 山本 尋音（福木）  小学３年 
 仲光 泰伽（福木）  小学３年 
 西村 優志（西）    小学４年 
       ？ 
       ？ 
 竹本 正浩（麻下）   社会人 
 
 
 田川 信之介（麻下） 高校３年 
 山下 達司（麻下）   中学３年 
 田川 幹太（麻下）  中学１年 
 
 東   丈流（庄原）      高校１年 
 
 
   
 
  
 
 
   

第 ２ 回  吹 き 火  

第 １ 回  吹 き 火  

第 ３ 回  吹 き 火  

広島精密工業㈱ 

高 陽 工 場  

広島市安佐北区小河原町２３２−５ 

ＴＥＬ（０８２）８４４－０７７４ 安佐北区上深川734-1    
 TEL （０８２）840-3355 

医療法人 
おかもと整形外科クリニック 



６．大鬼小鬼  大鬼      
         中鬼       
         小鬼      
         杵築大明神  
         縛朗の命  
 
 
                             
７．煤はき    赤大鬼  
     
8．関舞い    太夫       
          荒平大明神  
 
 

第 ４ 回  吹 き 火  

やましろ歯科クリニック 
院長 山城 啓文 

ＴＥＬ（０８２）８８３－０４６１ 
広島市東区福田５丁目４０８４－６ 

内科 金谷医院  
院長 金谷 雄生 

ＴＥＬ（０８２）８９９－８０００ 
広島市東区福田一丁目７２４－１ 

ゆたか園 

ＴＥＬ（０８２）８４４－７１１１ 

特別養護老人ホーム 
通所介護事業所 

居宅介護支援事業所 

福祉タクシー・小型車・ジャンボタクシー 

本 社     ８４２－１１７５ 
福田営業所  ８９９－６１０１ 

 山下 達司（麻下）  中学３年 
 田川 幹太（麻下）  中学１年 
 山本 尋音（福木）  小学３年 
 西村 優志（西）    小学４年 
 東   丈流（庄原）      高校１年 
  
 
  
 酒松 浩明（麻下）  社会人 
 
 竹本 正浩（麻下）   社会人 
 阿部 稔（麻下）   社会人 
 
              

◎ 囃子方 
   
  
◎ 吹き火 

   

㈱プラザ紅陽 

☎８４４－０３１３ 

☎０８２－ ８４０－１０００ 

株式会社 

研 創 

介護老人保健施設・デイケア・訪問リハビリ 
サービスつき高齢者向け住宅・居宅介護・訪問看護 

ふかわ・くにくさ    
TEL（０８２）８４０－１８４０ 

萬ヶ原 伸二 酒松浩明  竹本正浩 東 丈流 山下達司    
山下 縁  田川志穂  大谷直美  小野原 綾 
  
村上秀夫 田中幹市郎 高見澤欣一 西田健司 山崎昇  
増本英俊 沖了治 澤西貴仁      



広島県緑化センター 

(有)三刀建 
代表取締役 山本 清 

小河原町 1979  ＴＥＬ(082)844-1705 

建築工事  

中国新聞 高陽北販売所 

☎ ８４４－０４０８ 
安佐北区狩留家町 ５５６－２ 

広島ホームリフレッシュサービス 

小河原町１５７７  ＴＥＬ ８４４－７８１８ 

ふとん丸ごと水洗い！！ 桶田 義則 

ＴＥＬ（０８２） ８４４－０２０４ 
早い・安い・キレイ！ 小河原工場・福田工場 

  (有 )小松自動車  

  ☎ ８４４－０１１１ 

ＪＡ広島市 小河原支店 

支店長  山本 哲男 

小河原町25１  ☎ ８４４－０６５３ 

（有）榎並ステンレス研磨         

土木一式・法面保護・解体工事 

小河原町１３ ☎８４０－３８１０ 

（株）ライトグリーン          
代表取締役 岡本 昇 

小河原店 082-844-1231 

介護付有料老人ホーム 

小河原町1130-21  ＴＥＬ ８４０－１１２２ 

☆巫女舞 

広島中深川郵便局 
安佐北区深川６－３－３３  ☎８４２－０９５０ 

広島上深川町店（844-7011）          

小河原町778番  ＴＥＬ(082)844-1263 

土地家屋調査士          室  浩一           
ＭＵＲＯ有限会社         

白木店          
☎ 829-1112 

西條商事株式会社  東広島市西条土与丸2-6-49       

広島小河原町店 

 ＴＥＬ ８４４－１６８２ 
≪スタッフ 募集中‼≫ 

ＴＥＬ（０８２）８４４－０５２６ 

（有）朝原建設工業 

牧野 愛久 （５年生） 
小林菜々美 （４年生） 
酒松 夢明 （４年生） 
豊島 志穂 （２年生） 

阿部 海璃 （６年生） 
鳩﨑 結南 （６年生） 
竹田 麻央 （６年生） 
川上 凉加 （５年生） 


