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医薬品と化粧品など販売し 70 年
きめ細かいカウンセリングが好評
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伊豆美神社（中和泉3-218）1月1日 午前0時から元
旦祭、10時から午後4時頃
まで御神矢（数に限りあり）
、
幸福土鈴、幸福熊手などを
から新年初祈祷
授与。4
を受け付け☎3489-8105
伊豆美神社。
小足立八幡神社（西野川
2-33-1）1月1日 午前0時
から2時頃まで行う。
子之権現三島神社（西野川
1-17-8）1月1日 午 前0
時頃から2時頃まで行う。
白幡菅原神社（猪方2-4-4）
1月1日
0時から2時頃
まで行う。
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