
≪ステージイベント・スケジュール≫ 

１０：４５～ 「開会式」 

１１：２０～ 「金管バンド演奏会」＜堀江小学校＞ 

１１：４５～ 「ダンス」＜くるみ園＞ 

１１：５８～ 「ダンス」＜堀江保育園＞ 

１２：１８～ 「太鼓演奏」〈認定こども園福角保育園〉 

１２：３８～ 「ダンス」＜ウィズ＞ 

１３：００～ 「新体操」＜伊東新体操＞ 

１３:２５～ 「大野姉妹 with カネハマヒカリ」 

１４:０５～ 「お楽しみ抽選会」 

※時間は天候等の関係で変更になる場合があります。 

≪即売会コーナー≫ 
★大浜タオル （タオル詰め放題！なんと５００円！） 

★スリーキューブ （家庭用品 50 円・100 円均一など) 

★DIY リノベ用品専門店 R&T （ハンドメイド家具） 

★d’s galerie (雑貨) ★堀江まちコミ （手作り品） 

―その他出店施設― 

つくし園/すぎな園/ハートフルプラザ松山/福角会 OB 会 

≪フリーマーケット≫ 

ウィズ建物内 

日用品雑貨、子供用品等の掘り出し物が 

あるかも！？（洗剤・食器・タオルなどなど・・・） 

 

 

 

 

特賞：任天堂Ｓｗｉｔｃｈ（１） 

１等：USJ ペアチケット（１） 

２等：Panasonic 脱臭ハンガー （１） 

３等：ポータブル DVD プレイヤー（１） 

４等：チェキ（１） 

５等：図書カード１０００円分（５） 

その他、商品券等の 

豪華景品が当たる！！ 

※１２時３０分までにご来場の方に抽選番号入りチラシ

を配布します。 

※１３時１５分から左上の抽選番号を切り取り、回収し
ます。 

※１４時０５分からお楽しみ抽選会が始まりますので    

お早めにメインステージ周辺までお集まり下さい！  

≪ちびっこコーナー≫ 

コロボーイ☆コロガール     ぐるりんダーツ 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

      

第２７回 福角会祭 
 

場所：松山市福角町甲 1829 番地 いつきの里(※雨天決行)   

主催 社会福祉法人 福角会     

後援 愛媛県中予地方局  堀江地区社会福祉協議会  

堀江地区まちづくりコミュニティ会議 
  

 

 

 

抽選番号 

みきゃん 

１２時００分～   

※悪天候の場合は中止となります。  

その際は令和元年10月1６日（水）に福角会HPでお知らせします。 
http://www.hukuzumikai.com 

―お問い合わせ先― 

第２７回福角会祭実行委員会 

松山市福角町甲１８２９番地 ＴＥＬ０８９－９７８－１１６６ 

 

１１時００分～ 

会場・駐車場のご案内は裏面に記載しています。 

１４時０５分～ 

抽選番号 

大野姉妹 with カネハマヒカリがやってくる !! 

≪バザーコーナー≫ 
★松山で人気 No.1 に輝く水田商店のラーメン！ 

 豚骨ラーメン 一杯 ３５０円 
 

 

 

 

 

 

 

 

★新鮮魚介を使った北条自慢の風早鮮魚の鯛めし！ 

鯛めし・たこ飯・卵焼き ３００円 

いなり寿司・巻き寿司 ２５０円 

たこ焼き（２００円）焼きそば（１５０円）からあげ（１５０円） 

うどん（２５０円）フライドポテト（１００円）ピザ（１００円） 

フランクフルト（１５０円）かき氷（１００円）わたがし（５０円） 

ポップコーン（１００円）コーヒー（１００円）ジュース（１００円） 

※すべて現金販売のみとさせていただきます。ご了承ください。 

１１時００分～ 

ゆるキャラが遊びに来るよ！ 

会場にいるから探してみよう！ 

 

お楽しみ抽選会 

移動児童館がくるよ！

遊びに来てね！ 

日時：令和元年１０月２０日(日) 

1０時４５分～１４時３０分 

たけやま３．５のプロデューサーが手掛けるユニット第２弾‼ 

 

10：45～ ラーメン引換券販売開始 

11：00～ ラーメン受渡し開始 

（注意）引換券を紛失した場合、 

返金・商品の受渡しは致しかねます。 

引換券の番号順にお作りしています。準備が出来ましたら

ラーメン受渡所のホワイトボードにてお知らせ致します。引

換券ご持参の上お越し下さい。 

会 場 マ ッ プ 



 第 27回福角会祭は下記の企業各社他合計 48社のご協賛を得て運営しております。 

    

 

    

    

      

   

    

      

     

    

    

  

 

※お車でお越しの際は、 

「ご来場者駐車場 

（三浦工業駐車場）」 

に駐車をお願いします。（JA

えひめ堀江選果場の道路挟ん

で南側です） 

※会場まで送迎バスを運行して

おります。１０時００分よ

り、送迎開始致します。（所

要時間約 5 分） 

※会場(いつきの里)及び会場周

辺には駐車場がございませ

ん。会場周辺への路上駐車は

違法です 

※身障者用駐車場は会場に 5 台

分ご用意しています。いつき

の里前で係の者にお声がけく

ださい。 

（順不同） 

株式会社スリーキューブ 
〒791-8013 松山市山越 5 丁目 5-8 

TEL；089-994-6711 FAX；089-911-3822 

 

事務機・OA機器・スチール家具総合商社 

エ ヒ メ シ ス テ ム 
松山市森松町 838-4 

TEL（089）976-4111(代) 

FAX（089）976-0924 

水・熱・米のパートナーショップ 

玉井産業株式会社 
〒791-1113 愛媛県松山市森松町 650-1 

TEL；089-956-0065 FAX；089-956-0044 

 

 

 

 

    

TEL979-1911   

業務用厨房機器製造・販売 

株式会社中西製作所 

大浜タオル(株) 
松山市堀江町甲 441 番地 

TEL089-979-1477 FAX089-979-5006 

 

〒790-0951 松山市天山 3 丁目 13 番 12 号 

ウエストビル天山１F 

TEL (089)909-5118 FAX (089)909-5166 

本社：大阪市生野区巽南 5丁目 4番 14号 

 

松山市堀江町甲１５９１-１ 
 

三好ストアー  
 

電話:089-978-0053 

松山営業所 

 

総合人材サービスの 

 

 

フルタイムからパートまで 

あなたの希望条件に合うお仕事紹介します。 

住 所 松山市来住町 1333 番 4 

TEL 089-968-1345 FAX 089-968-1346 

http://www.jbu.co.jp 

 

 
 

代表取締役 小 掠  功 

〒791-8013 松山市山越 6 丁目 7-28 

TEL(089)924-7590 (代)  FAX(089)926-2264 e-mail:san-ai.setsubi@shirt.ocn.ne.jp 

～上手に旅しよう～ 

名鉄観光サービス㈱ 
〒790-0003      松山支店 
愛媛県松山市三番町 4 丁目 12-4  

大同生命ビル内 

TEL089-921-5131 FAX089-921-7166 

支店長：小田幸治 副支店長：山本祐二 

 

 

TEL 089-978-5500 

松山市堀江町 378-1 

 

 

株式会社オカムラ 高松支店 松山営業所 

〒790-0003 愛媛県松山市三番町６-8-1 

             太陽生命松山ビル 3階 

電話  089（933）7600 

F A X  089（933）7683 

取扱内容：オフィス什器・パブリック什器・ヘルスケア什器 

日本生命保険相互会社 

松山支社 北条営業部 

TEL 089-945-3760 

毎日新鮮、毎日おいしい。 

㈱そごうマート堀江店 

安心を形に 
株式会社 松 南 

〒790-0965 松山市祇園町 9-20 
℡ 089-921-4627 FAX 089-935-8229 

大西商事株式会社 松山支店 

松山市古三津３丁目１番 3 号 

TEL(089)952-3777FAX(089)952-3724 

 

本社 〒790-0878 

松山市勝山町 1-18-10(日本交通社ビル) 

TEL089-931-6060 FAX089-941-6211 

取締役会長 田村剛 営業課長 中川礼年 

松山営業所 

 
〒791-8026 愛媛県松山市山西町 891 番地 

TEL089-951-0820 

FAX089-953-2893 

※このチラシをご持参頂くと 

パスタランチを50円引きいたし

ます（2019年11月末まで） 
 

 

らくれん牛乳配送センター 

大 嶋 乳 販 
代表 大嶋 紳 

松山市清水町 1-1-1 

TEL089-925-4025 

  トイレ・パイプのつまり/浄化槽保守点検 
災害用携帯トイレ販売 

(株)ニイナイ実業 
松山市馬木町 902-4 

℡978-3325 FAX978-3386 

 

青果・食品 小売・納品・卸 

杉本 青果 

松山市北条辻 1501-1 

TEL 089-993-2474 

愛媛県知事(1)第 4966号 

有限会社 日興ビル 

代表取締役 重松早苗 

愛媛県松山市福角町 651 〒799-2652 

℡/FAX;089-978-0757 H.P.090-6881-0440 

nikko-b.sakura.ne.jp 

アルミサッシ・硝子・シャッター販売・施工一式 

武田硝子店 
〒790-0915 松山市松末１丁目 13-8 

    TEL;090-1576-7312  FAX;089-946-3019 

焼きたてのピザやパンを 
のんびり楽しめるカフェ 

〒790-0854松山市岩崎町２丁目１２-２０ 

有限会社 丸一鮮魚 
電話(089)931-6052 (089)932-2155 

FAX(089)943-8051 

瑞穂の国の愛を食卓に あいしょく 

〒799-2651 松山市堀江町甲 88 番 4 

TEL(089)908-8181FAX(089)908-8188 

イージーオーダースーツ＆企業ユニフォーム各種 

松山市問屋町 

音伍繊維工業㈱ 松山支店 
TEL；923-2020 FAX；923-2120 

技術革新と製品のレベルアップに努めています 

 

松山市堀江町甲 520 番地 

TEL：089-979-0818 

FAX：089-979-0493 

 

道 後 店 089-931-6161 

一番町店 089-909-3950 TEL:0120-665-114 

10：00～18：00(日曜休) 

 

LINE友だち募集中！ 

ガス・溶材・電動工具・精密機械・鉄工機械・伝導機器 

菅機械産業株式会社 
〒791-8042 松山市南吉田町 2278 番地 1 

℡089-965-0665(代)FAX089-965-0651 

           事務用機器・複合機 
     

     松山営業所 

           松山市来住町 1381-1 

            TEL（089）970-5781 

感 謝  
 

堀江産業株式会社  

ラ・ルーチェ 

代表取締役社長 髙橋 朋子 

〒791-1104 愛媛県松山市北土居４丁目 25-10 

TEL 089-958-0050  FAX 089-958-0770 


