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◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 本住吉神社

◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 本住吉神社

◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 保久良神社

◆ 祭礼／5月3日
（木）
・4日
（金）
◆ 森稲荷神社

張菜棒を新調し、より一層、
豪華絢爛となった地域自慢の
地車で今年も大勢の子どもたち
と一緒に本山だんじりパレード
に参加いたします。若中も意気
軒昂と勇壮な練り回しを披露し
ますのでご声援をよろしくお願い
いたします。

念願の地車改修を終え、これ
までの良き部分と新しい部分が
見事に調和された、一段と魅力
のある出来となっております。屋
根衣装も新調し、より一層活気
のある祭りを致しますので、ぜひ
お楽しみください。

小路地区は保久良四地区の
一地区であり、例大祭には保久
良御旅所である鷺宮八幡神社に
宮入を行います。9月には八幡宮
神社の例祭に地車を巡行してお
ります。先代の方々が築き上げて
きた伝統を重んじ、継続と継承を
していきたいと思っております。

昨年は、森稲荷神社の宮司の就任
と神輿の担ぎ番が重なったため、パレ
ードをお休みさせて頂きました。宮司
の就任記念と神輿渡御を滞りなく行う
ことができ、一同感謝しております。今
年は、昨年のお休みに加え、小屋根の
改修後初めてのパレード参加となり、
若衆一同、一層気合いが入っていま
す。今年も見どころ満載の例大祭とな
ります。是非、足をお運びください。
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◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 魚崎八幡宮神社

◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 春日神社

◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 保久良神社

◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 保久良神社

魚崎町は地区小学生による子
ども御輿、弘化三年頃作の子
地車、明治中期頃河内方面より
購入の親地車、この三台で、世
話人、地区住民一丸となり巡行
いたします。優美な飾り幕、昼
提灯も一度ご覧ください。

西靑木地区は、地区の方々の
ご協力のもとに「西青木まつり」
として、地区の方々と共に歩んで
いるだんじりです。このだんじりの
勇壮さ、優雅さを皆様と味わいた
く今年もだんじりができることに
感謝しております。今年もご支援、
ご声援を宜しくお願いします。

田邊区は本山駅東側に位置
し、地車は鬼板が「須佐之男命
の櫛名田姫を助ける八岐大蛇
退治」、後了には「牛若丸と鴉
天狗の鞍馬山の修行」の力量感
と気品ある彫刻がなされていま
す。両日共、たくさんの子どもの
参加をお待ちしております。

青葉若葉のさわやかな風の吹く季節に
なり、山笑う六甲の峰々も緑鮮やかに写
る頃となりました。
我々中野區は4日に本山だんじりパレ
ードに参加し、夜は保久良神社のお旅所
である鷺宮八幡神社へ宮入り致します。
この数ヶ月間を掛けて練習、準備を重
ねてきた成果を世話人、若衆が力合わせ
て発揮したいと思います。皆様のご声援を
宜しくお願い申し上げます。

田中

北畑

神戸開港150年 本山だんじり囃子披露会 ご報告
岡本

小路

森

平成２９年１１月３日
（金・祝）、みなと銀
行本山支店様前で神戸開港１５０年を祝し
た
「本山だんじり囃子披露会」
を開催いた
しました。本山８地区が一堂に会し、だん
じり囃子を奏でるのは東日本大震災復興
支援募金活動の一環として鳴り物披露を
行ってから実に６年振りのことです。
当日は晴天の空のもと、各地区の勇壮
な鳴り物に加え、ミス・サリバンによるジ
ャグリングショーや会場に来てくれたお
子さまに無料で綿菓子を振舞うなど盛り
だくさんの内容で大盛況のうちに幕を閉
じました。

中野

☎0797-32-6425

ひしかわ歯科
クリニック

和食

様様 SAMA SAMA
0797-23-5839

〒658-0015 神戸市東灘区本山南町7-3-15
Tel.078-862-5420 Fax.078-862-5945

〒658-0016 神戸市東灘区本山中町3丁目12-14
（代表）林 伸一郎 TEL.090-6064-5453

TEL/FAX 078-955-9521

携帯 090-8163-8096

一般建築・増改築・リフォーム

神戸市東灘区岡本1丁目13-13
0120-20-8803（予約優先制）

とおる 建築工房
〒658-0081
神戸市東灘区田中町4丁目1番2号加賀川ビル 2F
TEL 078-413-1138

神戸市中央区中山手通り1-3-10
ローズプラザ108
各線 三宮駅より北へ徒歩3分
TEL.078-392-1830

営業時間 18:00〜翌5:00

代表
本社

神戸市東灘区岡本 4 丁目 4-6
ＴＥＬ (078)453-2211

防水工事全般

伊藤興業

有限会社
2
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岡本區

田中區

田邊區

小路區

北畑區

中野區

森

野寄青年会

岡本青年会

田中青年会

田邊青年会

小路青年会

北畑青年会

中野わかば会

若宮会

神戸市東灘区深江本町3-8-11-101

神戸市東灘区本山北町6丁目6-4

TEL 078-411-2158

☎(078)451-1881 FAX 411-1678

会席.仕出し.お食事.酒処

☎078-413-1740

田浦 徹

〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町7丁目9-15
TEL・FAX 078-431-1982 携帯090-3169-6287

〒658-0072 神戸市東灘区岡本1丁目5-14
阪急岡本駅南 JR本山駅北 岡本郵便局東

世話人 中西政人

TEL.078-414-8405

北畑地区は、阪急岡本駅北東
の鷺宮八幡神社を中心とし、南は
本山南小学校付近に至る地域で
す。古来より「灘の一つ灯」で知
られる保久良神社の宮本を務め
ております。
５月の例大祭と９月の八幡神社の
祭礼に地車を巡行しております。

土 地・住 宅・マ ン シ ョ ン・駐 車 場
分譲・売買・仲介・管理・コンサルタント

お近くでも
お気軽にどうぞ！

〒658-0081 神戸市東灘区田中町3丁目2-5
ジュノーもとやま（さそりビル）2F
営業時間:18:00〜24:00 LO 23:30 定休日:日曜日

田中地区は、国道2号線沿
い田中東交差点にある三王神
社を中心に巡行しております。
先輩方が築き上げてきた田中
魂をしっかり継承し、若衆も一丸
となり、去年以上に気合を入れ
ています。そんな田中区のだんじ
りを心ゆくまでご覧ください。

（株）
フォレスト技研
〒658-0025

神戸市東灘区岡本１-３-１７ パッセージ岡本2階

神戸市東灘区魚崎南町2-9-15

TEL.451-0544

078-771-3071

FAX 078-411-2159

〒658-0016
神戸市東灘区本山中町4-2-8-201

神戸市東灘区岡本1丁目2-28 甲南ビラ2番館
TEL.078-453-5753

tel.078-436-1676 fax.078-436-1677

TEL 078-761-2936 FAX 078-767-2936

ニーズ に フィット したものづくり

區

野寄區

西靑木青年会

お住まいの事でお困りでしたら
いつでもご相談下さい!

西靑木區

ht t p://hishikaw a.net

ユーズプランニング

翔龍会
http://www.uhara-danjiri.jp

本山タクシー本山会

リフォーム工事・水道工事・電気工事・ガス工事・
住設機器工事

𩵋﨑區

〒659-0067 芦屋市茶屋之町4-11-1F
JR芦屋駅 南へ徒歩4分/阪神芦屋駅 徒歩9分

山

乗り場：パレード本部席前

阪神芦屋駅東へ徒歩4分 芦屋市精道町3番5号

◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 保久良神社

串かつ

〒655-0045
兵庫県神戸市垂水区北舞子1-3-31-202

新在家本店 078-855-5330
阪神新在家駅西へ100m

◆ 祭礼／5月4日
（金）
・5日
（土）
◆ 三王神社

阪急岡本駅前

r

神戸市東灘区深江北町3-4-8

田中

Ba

立呑

協 賛 企 業一 覧

栄造
TEL&FAX

本

田邊

野寄

友の会

私たちは「本山だんじりパレード」を応援しています。

北畑

神戸営業所
神戸市中央区下山手通5丁目5番16号
兵庫県印刷会館502号室
TEL.078-360-6772 FAX.078-360-6774

☎ 078-431-7525

〒658-0084 兵庫県神戸市東灘区甲南町3丁目5-18

おしゃれで
楽しい割烹着
with
野寄登山倶楽部

〒650-0015 神戸市中央区多聞通5丁目3番13号

,
神戸市長田区東尻池町2-2-1 Y s BLDG
TEL.078-686-0155 FAX.078-686-0166

〒653-0022

〒658-0011 神戸市東灘区森南町1-5-1-002 セルバB1
TEL・FAX 078-411-5648

兵庫県知事許可（般-8）第112207号

建築業

坪内工務店
〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目4番3号
TEL・FAX 078-431-1358

株式会社

株式会社二楽園

3-13 5-Chome,Tamon-Dori,Chuo-Ku,Kobe,JAPAN.

441-1103

TEL 078-382-2231
FAX 078-382-2230

http：//www.jtr.or.jp/shinwa/

有限会社

神東

ゴミのことならお任せください。

電話（078）
414−0123

森重管工
078-411-9208

http://homepage2.nifty.com/morionsen/

神戸市東灘区森南町1丁目15-4

078-411-5966

代表取締役
〒658-0024
携帯

森重 雅昭

神戸市東灘区魚崎浜町23番6号

TEL・FAX

078-451-5645
090-3725-4243

セルバ
森 南 町 1 丁目5 -1
T EL0 7 8 -4 5 1 -7 1 0 1

