
ふくおか43第 回43第 回 ふくおかふくおか

主催／ふくおか産業祭実行委員会・ふくおかまちづくり協議会
後援／中津川市・中津川北商工会・東美濃農業協同組合・中津川市森林組合・中日新聞社
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産業祭会場
福岡総合事務所駐車場
産業祭会場
福岡総合事務所駐車場

とき／11月2日㈰ 9：00～
ところ／福岡総合事務所前駐車場

■木工教室

■農産物品評会

■バルーンコーナーにて
　風船無料配布（なくなり次第終了）

9：00～15：00

※当日は、駐車場の混雑が予想されますので、ご来場の際は、乗り合わせてお越しください。
※会場内及び駐車場における事故等については、実行委員会は責任を負いません。

■会場／福岡公民館
・11/1㈯　9：00～19：00
・11/2㈰　9：00～16：00

同時開催

北

↓

↓

人気パーソナリティー
が、ふくおか産業祭を
盛り上げるためにやっ
てきます♪

人気パーソナリティー
が、ふくおか産業祭を
盛り上げるためにやっ
てきます♪

the Canadian Club の ヴォーカル・ギタリスト、
地元福岡出身の志津利弘氏もやってきます！
the Canadian Club の ヴォーカル・ギタリスト、
地元福岡出身の志津利弘氏もやってきます！

【イベント交通規制】
８：30～１５：30

257

※進行の都合上時間変更する場合があります。

先着1,800名様に当たる！

抽選会
おたのしみ

赤赤 下呂温泉湯の島館
一泊二日（ペア1組）

青青 電化製品（布団掃除機）　3台

黄黄 5,000円相当の商品　12本

緑緑 2,000円のお食事券（福岡飲食店組合）　20本

橙橙 あじめコショウ　700本

白白 ゴミ袋（2枚）
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みんなであそびにきてね！！
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the Canadian Clubthe Canadian Clubthe Canadian Club

文化展文化展文化展

とき／11月2日㈰ 9：00～
ところ／福岡総合事務所前駐車場

産業祭タイムスケジュール産業祭タイムスケジュール コーナーイベントその他、コーナーイベントその他、

イベント会場と駐車場のご案内イベント会場と駐車場のご案内イベント会場と駐車場のご案内

9：00

10：00

10：25

10：45

11：20

11：50

13：10

14：25

15：00

開　会 (オープニング )

太鼓（下野庚申太鼓）

太鼓（鼓動・清流こども太鼓）

太鼓（清流太鼓）

式　典

もち投げ・菓子投げ

ゆきこま会

田瀬区（田瀬小唄保存会）

地区対抗餅つき大会

下野小学校（下野ソーラン）

高山小学校（一輪車）

福岡小学校（キッズソーラン・花笠音頭）

田瀬小学校（田瀬っ子一輪車・田瀬っ子ソーラン）

ウイングダンススタジオ（キッズダンス）

大縄跳び大会

二ツ森倶楽部 Jr.

消防音楽隊エル・ジェ

地区対抗餅つき大会　結果発表

ソーランナルッコ

閉　会／もち投げ・菓子投げ

志津利弘

中津川市合併１０周年記念中津川市合併１０周年記念中津川市合併１０周年記念



中津川市福岡5-107
TEL 72-5122

やき処　お好み焼き&鉄板焼

中津川本店

中津川市福岡939-33

TEL 72-3234

アンドウ美容院
中津川市下野408-1
TEL 72-2811

㈱福岡城
庚申ラーメン・吉村茶園

中津川市福岡中組
TEL 72-2595

赤座クリーニング店
赤座基義

TEL 72-2217

㈲関口商店
三菱プロパン・ガス配管一式
長府ボイラー特約店

シェル石油
上下水道工事 中津川市福岡687-1

TEL 72-2025

あなたの街のでんきやさん
Panasonic 家電販売

中津川市福岡1080-15
TEL 72-2164

移動販売 ま ほ  ろ
㈲カネマス福丸屋

TEL 72-2013

特産品も販売します！
リカー&ミニスーパー

子育て世代のためのフル装備住宅

TEL 72-2100中津川市福岡685-1

住宅住宅住宅住宅

株式会社岡山工務店
http://www.kk-okayama.jp 中津川市高山

TEL 76-3145
FAX 76-3147

ハナノキ内科クリニック

中津川市福岡

TEL 72-4073

ポプラ
中津川市福岡田の尻
TEL 72-5439

出前迅速

すし吉
中津川市福岡

TEL 72-2009

深谷医院

中津川市福岡

TEL 72-3100

れすとらん福岡
中津川市福岡681-15

TEL72-2010 / FAX72-3231

㈲カネイ建設
土木建築・誠意の施工

代表取締役 糸魚川公司

中津川市福岡1490-1
TEL 72-2494

太陽建設㈲
中津川市福岡1077-2-1
TEL 72-3955

チェイ ン スト ア

Y Sあべ
中津川市下野

TEL 72-5507

末広屋
漆器・民芸品卸 中津川市福岡

1083-12
Tel 72-4087

福岡総合事務所前

TEL 72-2928

パン・和洋菓子・進物・たばこ

志津菓子店
中津川市福岡栄町
TEL 72-2232

今井美容院
中津川市福岡2635-11
TEL 72-2500

中津川市福岡
TEL 72-2171

“うきうき”なグッズがいっぱい！来てね

中津川市高山
TEL 72-5068

川本 明
さるとび荘

中津川市福岡長根
TEL 72-3884

本のことならおまかせ

三洋堂書店
福岡店

有限会社

鷲見モーター
中津川市福岡943-38

TEL 72-3105

コーヒー&ミュージック

TEL 72-4139
中津川市福岡101-11
TEL 72-2203

古田 稔

あんま・マッサージ・しあつ

ヘルスケアふるた

福岡1104
TEL 72-2451

㈲野尻石油店 福岡新聞店
みの

中津川市福岡613-96

TEL 72-2016

居酒屋 しの
中津川市福岡

TEL 72-3797

〈清酒 鯨波〉
恵那醸造㈱

中津川市福岡2992
TEL 72-2055

中部運輸局 認証工場
岐第６６４７号

Hachitaka Auto
新車 中古車 販売・買取
修理・板金

代　表

八高オート

〒508-0203 岐阜県中津川市福岡1971-9
Tel 0573-67-9155　Fax 0573-67-9156
Mobile 080-1618-3006

西尾 信博

中津川市下野 TEL72-2172
五平餅の太田

ふるさとの味
手作りくるみだれ

中津川市福岡978-15
TEL 72-3848

中津川市福岡1142-1
TEL 72-3663

料理処伸
中津川市福岡

TEL 72-3300

ほのぼの2号館
グループホーム

中津川市福岡1693
TEL 72-3365

早 川 建 築㈱

中津川市高山2200-2
TEL 72-5047

ローソク温泉

TEL 72-3095
中津川市福岡170-8
TEL 72-2779

杉浦通信
有 限 会 社 山 栄 建 工
中津川市福岡694-8
TEL 76-3400

中津川市福岡1017-1
TEL・FAX 72-3654

E-mail : ro-man@takenet.or.jp
http://ro-man.jp/

60サイトのキャンピングエリア 大山土木㈲
中津川市田瀬51-16

TEL 72-3034／FAX 72-3645
E-mail : ooyama@sunny.ocn.ne.jp

〒508-0201 岐阜県中津川市田瀬139番地
　　　TEL 0573-72-5375
　　　FAX 0573-72-5598
　　　E-mail : honsya@aicou.co.jp

株式会社愛紘
・法面工事・造園工事・一般土木工事

中津川市下野263-2
TEL 72-2560

下野新聞店
中津川市福岡1168-4

TEL 76-0015／FAX 76-0017

新築からリフォームまで　住まいの総合コンサルタント

㈲マサル建築
中津川市田瀬

TEL 72-3013

御料理・仕出し

TEL 72-3131
よく見て、よく聞き、よく話す

志津建設㈱
㈲志津レンタカー

皆様と共に歩む

JA ひがしみの

福岡支店・下野支店
TEL 72-2413

バーベキューガーデン

二ッ森
TEL・FAX 0573-72-2956
〒508-0203 中津川市福岡1090-3
営業時間 AM9：00～PM6：00
定 休 日 毎週月曜日

中津川市高山1237-8
TEL 72-5650

苗木店 TEL67-2320／67-2351

安田屋石油
中津川市福岡542

東濃建設有限会社

TEL 72-3724
FAX 72-5870

中津川市福岡1027-1
TEL 72-5050

中津川市福岡2866-1
TEL/FAX 72-2505

竹炭、蒸留竹酢液、床下調湿炭

有限会社福炭

TEL/FAX 72-3162

㈲フカヤ工業
川辺自動車サービス
〒508-0204
岐阜県中津川市高山1286-65
TEL・FAX〈0573〉72-5877

付知川

ローマンやな場

TEL 72-5700

よこ川渓谷
TEL 72-4166
FAX 72-4376

中津川市下野439-8
TEL 72-2801

するめと水（魔法の水）のことなら

㈲竹田商店

中津川市田瀬561-2

TEL 72-3835

喫茶
軽食もみの木

鉄骨建築・工事一式

㈲田口鐵工
中津川市福岡51-2
TEL 72-3215
FAX 72-5743

オーダーメイド家具・木製クラフト

森の店森の店
家具・小物製造販売

有限会社 白山木工所

中津川市田瀬1119-13
TEL 72-2241

有限会社　テック電工
中津川市福岡1676-2

tech-ew.com
enet.cc
domain-get.com
tanupack.com 中津川市田瀬995-1

TEL 72-4098
定休日：火曜日

手づくりパン・五平餅

ゆう
中津川市下野

TEL 72-2261

ふるさとの味 朴葉餅・カラスミ

安保製菓舗両月堂
株式会社

中津川市田瀬

TEL 72-3007

酒・食料品・仕出し

みかわや㈲
中津川市田瀬

TEL 72-2626

中津川市高山1224

TEL 72-2657

木造建築設計施工

小林建築店S K

中津川市田瀬 R257沿い

バイクと自転車のことなら

オートショップ　タケカワ

BIKE & CYCLE SHOP

TAKEKAWA

TEL 72-3631
FAX 72-4308

松井石油店
株式会社

中津川市田瀬999-5
TEL 72-3010

井森建設
株式会社

代表取締役 井森 康光

中津川市田瀬962-1
TEL・FAX 72-3612

中津川市下野
TEL・FAX 72-5568

中津川市福岡長根
TEL 72-5260

㈲エース
中津川市田瀬787-3
TEL 72-5080

スナック緑川
住宅建材総合センター

㈲西尾建材
銘木・新建材
サッシ・建具

インテリア秀月室内装飾
金　　物

TEL 72-2135㈹ FAX 72-5154

TEL 72-2733　 FAX 72-5832

中津川市田瀬
TEL 72-3003

三千櫻酒造
酒 蔵 アボウオーキッド

リカステ専門生産農家

中津川市下野554
TEL 76-3087
FAX 76-3090

石材加工一式販売

前田石材
TEL/FAX 72-2200

ハリ・灸・マッサージ

内木治療院
中津川市福岡925-11
TEL 72-3245

中津川市下野
TEL 72-3094

居酒屋

まいるど
中津川市福岡

TEL 72-3113

NEW CAR & USED CAR
中津川市福岡中組

TEL 72-3159

ヘアーサロン

志 津
中津川市下野438-196
TEL 090-5871-7213

バルーンデコレーター
園原 　緑
田口 育代

バルーンアート
Smile Two
Balloon Art.

バルーン アート

貼天井板・ツキ板
化粧合板・床の間セット

株式会社恵那合板
中津川市田瀬1209-2
TEL 72-3022
FAX 72-3657

中津川市下野
TEL 72-5022

生粉そば
みそ煮込み＆

中津川市田瀬998-15
TEL/FAX 72-3738

INTERIOR Wing
インテリアウイング

中津川市田瀬1038-11
TEL 72-3635

芝ヵ瀬食堂
中津川市下野437-1

TEL 72-5695

ココストア

かわちや
坂下店 中津川市坂下435-28
（サラ店内）TEL75-5840

福岡店 中津川市福岡1103-4
TEL72-3077

成人式・七五三
撮影予約受付中！

フォトスタジオヨコヒラ

TEL 65-1128

本 所
中津川市かやの木町2番3号

中津川市森林組合

新車・中古車・車検・・・お車のご相談は

中津川市福岡1225-23
TEL・FAX 72-2001

だんご五平
よ し む ら
土日営業　72-2395

中津川市高山517

建具・フスマ・特注家具・サッシ

石田木工

TEL 72-3436
FAX 72-4322

ISHIDAISHIDA
中津川市付知6817-31
TEL/FAX 82-2359
http://www.kaikei-home.com/office-nagase/

長瀬徹税理士事務所

税理士長瀬  徹 中津川北商工会
福岡支所
職員一同

福岡総合事務所
職員一同

ふくおか産業祭
実行委員一同

ご協賛いただき
ありがとうございました

※掲載については、順不同

青　山　印　舗
並松バス停西
TEL 72-5040

は ん こ

恵北損保
ライフ & マネー

お問合せ（平日 / 10時～18時）

0120 -642 -492
☎

TEL 72-5777

医  療  法  人

丹 羽 内 科
ペインクリニック

中津川市田瀬大萱587-77
TEL 72-3911

おかげさまで３周年

TEL 0573-72-5785
〒508-0203 中津川市福岡702-2
営業時間 AM9：00～PM5：00
定 休 日 毎週月曜日・第３日曜日
※完全予約制（お電話での予約承ります）

マティエ
tel.0573-67-8330
〒508-0203 中津川市福岡962-14

中津川市高山1081-11

TEL 72-5258

一般建築設計施工

林技建建築設計事務所

中津川市福岡3060
TEL 72-2972
FAX 72-3684

大野 勝明
大野建築株式

会社

㈲たけかわ企画
TEL 0573-66-7567
E-mail  info@takenet.or.jp

年賀状
のお申し込みは 未

ひつじ


