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因島アメニティ公園

シャトルバス 
12：00～22：00
30分間隔で運行予定

※尾道（本州）方面から車でお越しの方
　因島北ＩＣで下り、案内看板に従って
　臨時駐車場へ。
※今治（四国）方面から車でお越しの方
　因島南ＩＣで下り、案内看板に従って
　臨時駐車場へ。

重井中学校（ルートA）
フラワーセンター（ルートA）
因北小学校（ルートB）
因島運動公園（ルートC）
因北中学校（ルートD）

※臨時駐車場の台数には限りがございます。
　また、当日は道路の混雑が予想されます
　ので、お早めにお越しください。
　公共交通機関のご利用や、自転車・　バイク
でのご来場もご検討ください。
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火まつりイベント会場
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因島アメニティ公園メイン会場

メイン会場内及び会場周辺には駐車場がございません。

ルートＣ
ルートＤ

重井中学校、
方面方面

重井中学校重井中学校、
フラワーワーセンタンター方面

方面因北小学因北小学校方面

シャトルバス（無料（無料）

ス（無料）島内巡回島内巡回バスス（無料（無料）

ルートA

ルートB
タクシー
乗降場

バス乗降場

バス乗降場 駐輪場

因島運動公園方面
因北中学校

シャトルバス（無料）

ツアーバス

重井中学校、
フラワーセンター方面
因北小学校方面

シャトルバス（無料）

島内巡回バ （無料）

タクシー
乗降場

因島南IC

生口橋

後援　広島県観光連盟　ＮＨＫ広島放送局　中国新聞備後本社　中国放送　広島テレビ　
　　　広島ホームテレビ　テレビ新広島　エフエムふくやま　尾道エフエム放送　尾道ケーブルテレビ問合せ　 ☎ 0845-24-2513（まつり当日のみ）

主催 2014因島水軍まつり実行委員会

♦小早レース　優勝チーム当てクイズ実施！♦
正解者には抽選で豪華賞品を進呈します。

受付は当日会場にて13時まで。
小学生の部・中学生の部・レディース部の申込は条件がありますので受付にてお尋ね下さい。

両日共にたくさんの露店屋台が出店します ぜひご利用ください

 
　　 

※悪天候の場合は9月７日㈰へ順延

8月31日（日）
・臨時駐車場 8:30 ～ 16:30（重井中学校）

※ただし火まつり大筒花火披露が順延の場合のみ22

※22：00発の尾道行き無料バスが運行されます。

：00まで延長

※9月７日に順延した場合、無料シャトルバスは運行しません

①打上場所を中心として、 一般船舶は立ち入らないでください。
②現場においては、巡視艇や警戒船の指示にしたがってください。
③小型船操縦者は法律で定められた遵守事項を守りましょう。
　●酒酔い等操縦は禁止されています。●救命胴衣を着用しましょう。
　●海難事故は、花火終了後の帰途時に多く発生しています。先を争う事無くスピードを落し、安全運航に努めてください。

海上でのお願い

なかのしょうようちえん！！Ｋｉｋｉ☆リンリン 　スタジオＳＨＩＰ　紅華　因島南中跳楽隊　三庄美可崎隊
田熊おどり隊　尾道市消防局チームにこらす とんとこ・とんとこ・とんてん隊  一休さん

小早レース参加チーム

会場　因島アメニティ公園・しまなみビーチ

８月３０日（土）は臨時駐車場からのシャトルバスをご利用ください。

しまおもい、いざっ！

8月30日（土）

因島水軍まつり 火まつり

※悪天候の場合は大筒花火のみ翌日へ順延

17：00～21：40

８月３1日（日）は重井中学校のみが臨時駐車場となります。 
シャトルバスは8：30～16：30まで運行予定です。

提供　因島地区区長会連合会

因

13：30～13：50　ひまりオープニングライブ
14：00～14：30　瀬戸内水軍PRステージ
　　　　　出演　因島水軍・愛媛県関係者
　　　　　　　　安芸ひろしま武将隊
14：40～15：50　和田竜トークショー
　　　　　出演　和田竜（小説家）
　　　　　　　　村上典吏子（因島村上家現当主）
　　　　　　　　西村直城（広島県立歴史博物館主任学芸員）
16：00～16：45　ブルーインパルス展示飛行解説とトークショー
　　　　     出演　パイロット・整備士

13：30～16：45
瀬戸内 水軍まつり in 尾道

因島島内巡回バス（無料）８月30日（土）のみ　　　　　　　　提供　しまのわ・因島地区区長連合会

「はっさくん」

USTREAMにて中継予定　因島水軍まつりHPをご覧ください。

※詳しくは「しまのわ」HPをご覧ください。

夜の自転車は
　　本当に危ないよ！

因島因島因島水軍水軍水軍まつり2014

http://0845.boo.jp/suigun

跳楽舞参加チーム

「ひまり」
「安芸ひろしま武将隊」

※8月31日（日）は重井中学校のみです。※8月31日（日）は重井中学校のみです。※8月31日（日）は重井中学校のみです。

（ブルーインパルス終了後）　三庄町けんか神輿
17：00～　オープニングセレモニー、開会宣言
17：05～　であい夢太鼓演奏披露
17：15～　馬神太鼓保存会演奏披露
17：25～　因島南中水軍太鼓演奏披露
17：40～　昨年度入賞チームによる海まつりのＰＲ
17：50～　安芸ひろしま武将隊ＰＲ
18：00～　木玉登場・天地人の教え
　　　　　小早一番隊・村上水軍帰還、島人の喜びの迎え
18：20～　跳楽舞はねくらべ　１部
18：40～　ほむら武者登場、小早一番隊／入陣
 　火入れの儀　来賓紹介　篝火点火、大篝火点火　
  　しまおもい、いざっ！（因島出身者からの応援メッセージ）
19：05～　跳楽舞はねくらべ　２部
19：30～　大松明入陣・練り回し
19：55～　村上水軍本陣/入陣
 　安芸ひろしま武将隊、全軍入陣（前備え・後備え）
　　　　　ゲストトーク
20：30～　村上水軍陣形披露　小早隊入陣
20：40～　御屋形様/御下知・勝鬨
20：45～　大筒花火
21：00～　水軍陣太鼓
 　木玉授与（跳楽舞はねくらべ成績発表）
 　大賞チーム踊り披露　跳楽舞総踊り
～21：40　終了

　８：３０～　開会式
　９：００～　一般の部 予選レース
１０：３０～　小学生の部・中学生の部・レディースの部予選
　　　　　　一般順位決定レース（２８位～３６位）一般敗者復活レース
１２：００～　体験小早・ひまりスペシャルライブ（イベント会場ステージ）
１３：００～　一般の部 準決勝レース
１４：００～　小学生の部 ・中学生の部・レディースの部　敗者復活レース                     
１４：３０～　一般の部 順位決定レース
１５：３０～　決勝レース
１６：３０～　閉会式
 

●一般の部
一世風靡　小覇王　くらげ　田熊火消屋　島人　権兵衛　尾道市役所男魂　ＨＩＲＯ　41会　因島鉄工グループ
ＴＥＡＭ　ＭＡＮＤＡ　株式会社　三和ドック弐心　ジャパンマリンユナイテッド海坊主　因島福祉連合(わかば・あおかげ）
イワキテック（株）因島工場　達磨　尾道高校ラグビー部ブリカンズ　教職員　因の島ガス株式会社　内海造船SALUDⅢ
尾道高校ラグビー部クーちゃんズ　オービーパワー　シンチャオサンワ　ジャパンマリンユナイテッド山坊主
（株）アイメックスボイラチーム（株）アイメックス機環チーム　接骨院ゑべすや　もみじ銀行「ALL INNOSHIMA」
広銀水軍パワーズ　ケンシン　尾道市消防局にこらす　岡本製作所　弐心R　烈風　ＴＨＥていじぃ（因島高校定時制）
●レディースの部
小覇王レディース　笑龍～婆娑羅～　教職員チャレンジ　尾道市役所ちから娘　レディースパワー　妃伝馬
●小学校の部
Ｓｈｉｇｅｉ　Ｎｉｎｊａ　パイレーツ・オブ・因北　ジョリチャポー　ブルーフェニックス　三Shine(さんしゃいん）
土生っ子☆ファイターズ　ホワイト　土生っ子☆ファイターズ　レッド
●中学校の部
颯爽　ｍｙBest　笑龍～紫電～　因島南中学校”天”　因島南中学校”地”　因島南中学校”人”　一笑入魂～SOUL～　一笑入魂～Smile～
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会場テント

！

30日の会場周辺には駐車場はございません。
臨時駐車場からのシャトルバスをご利用ください。

当日は島外からも多くのお客様が来られ、
大変混雑することが予想されます。
島内の方は島内巡回バスが運行されます。
会場近くに自転車、バイクの駐輪場を設置しますが、
道路の混雑が予想されますので
十分ご注意ください。

「ブルーインパルス in 尾道」  　8月30日㈯ 15：30～16：30（生放送）

大空に「夢・感動」を描くアクロバットチーム「ブルーインパルス」

当日は渋滞が予想され、会場までたどりつけない場合もございます。お早めにお越しください。
路上駐車するなど一般車両の通行を妨げる観覧はご遠慮ください。

＊公共交通機関のご利用をご検討ください。
＊雨天・曇天等、当日の気象条件等により飛行中止になる場合もありますので、予めご了承ください。
＊実施にかかわる情報は瀬戸内しまのわ2014公式ＨＰ及びエフエムおのみち（周波数79.4ＭＨｚ）で告知していきます。

ブルーインパルス飛行の模様をエフエムおのみちで実況放送する予定です。
8月30日は４時になったらＦＭラジオを片手に上空をご覧ください。

放

向島運動公園
サブ会場（ブルーインパルス観覧のみ）

向島運動公園向島運動公園

向島IC

↓今治↓今治

尾道↑尾道↑

※駐車場
　約1,000台分有り
※駐輪場有り

尾道市向島町11098-289
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