
大任町大字今任原1339
もみじ館　TEL 0947-63-4430
さくら館　TEL 0947-63-4126

日本最大級の道の駅

創菜もみじ
か ら あ げ

と り 吉 TEL 0947-63-3330
株式会社 亀山魚中揚物屋 弁 天（有）ヤマグチ青果

TEL 0947-82-1223

PANET
TEL 0947-31-3100

中津大同青果株式会社

神だこ
TEL 090-5947-7615 チェリーロード

カフェ
ら～めん咲ら
自家製麺

TEL/FAX 0947-63-2440
手打ちうどん・そば

TEL 0947-63-3838

（有）八百八
代表取締役　山口  義弘
TEL 0947-32-7409

本場韓国料理 宋家
TEL 0947-63-2237
アルバイト募集！ 時給850円～

チヂミがおいしい！

ドッグラン
道の駅おおとう桜街道前

都合により、予定時間や内容が多少異なることもありますのでご了承ください。

10:00～
10:20～
10:30～
10:40～
11:00～
11:30～
12:00～
12:30～
13:00～
13:30～
14:00～
14:30～
15:30～

開会式
オープニングセレモニー（記念放水）

Big Sister OTO姫
今任小学校 和太鼓クラブ演奏
春ちゃん大道芸ショー
じゃんけん大会 【参加者募集】

休憩
ラムネの早飲み大会 【参加者募集】

縁太鼓
春ちゃん大道芸ショー
うなぎ・鯉のつかみ取り【参加者募集】

わくわく抽選会
閉会式・もち投げ

プログラム

出店一覧 ※出店の内容は変更になることもありますのでご了承ください

※臨時駐車場

主 催　大任町商工会　青年部・女性部
後 援　大任町・大任町商工会・しじみ祭り実行委員会
協 賛　大任郵便局・大任猟友会・「しじみ祭り」協賛広告者様 各位
協 力　国土交通省遠賀川河川事務所田川出張所・向田区出雲神社
　　　　　　　　　　　　　　　　　大任町区長会・大任町教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　大任町消防団
　　　　　　　　　　　　　　　　　田川地区消防署（本部・添田分署）
　　　　　　　　　　　　　　　　　田川警察署・大任町子供育成会
　　　　　　　　　　　　　　　　　大任町防犯協力会

うなぎ・鯉
つかみどり

中学生以下対象

NEW 先着500名様
（子ども～大人まで可）に
花の種（抽選券）を配布します。
1等は50,000円分の商品券
他豪華景品あり！

わくわく
抽選会 抽選会は

14:30から

開会式終了後配布開始

1～3位の人に賞品進呈！
負けても参加賞はあります。
参加したい人は
11時30分までに
ステージ前に集合！

じゃんけん大会
受付不要

小学生以下対象

Aブロック（小学生 低学年）……………20名
Bブロック（小学生 高学年）……………20名
Cブロック（中学生以上 大人も可）……20名
各ブロック1～3位の人に賞品を進呈します。

春ちゃんの大道芸ショー

体験ブース
★乗り物体験  ※午前中のみ
（消防自動車・パトカー・白バイ 他）

★竹細工教室　★木工教室

大人気の

「無料しじみ汁」
今年もあります

！

第33回

道の駅としじみ祭り会場は遊歩道で行き来することができます。当日は道の駅が
臨時駐車場となり、しじみ祭り会場まで9時からシャトルバスを運行いたします。

角煮屋

ダリン
匠の里
ドリカム
古民家居酒屋 黒髭

韓国家庭料理 宋家
とり吉
アトリエSARA
㈱おおとうニンニク食品
大任郵便局
大任町役場
大任町女性部
大任町青年部

角煮屋

ダリン
匠の里
ドリカム
古民家居酒屋 黒髭

韓国家庭料理 宋家
とり吉
アトリエSARA
㈱おおとうニンニク食品
大任郵便局
大任町役場
大任町女性部
大任町青年部

豚の角煮・チーズスティック
アメリカンドッグ・ボバ

タピオカジュース
ヤマメ塩焼き・ヤマメご飯
手作りバッグ・おもちゃ・雑貨

黄金チャーハン・えびせん・揚げパン
チヂミ・ソトック

ビビンバ
からあげ・ポテト
ホットドック・コーヒー・ソフトクリーム
ニンニク球・黒ニンニク・焼き鳥
切手類・無料コーヒー
納豆販売
無料しじみ汁・カレー・おでん・ソーセージ
しじみ販売

豚の角煮・チーズスティック
アメリカンドッグ・ボバ

タピオカジュース
ヤマメ塩焼き・ヤマメご飯
手作りバッグ・おもちゃ・雑貨

黄金チャーハン・えびせん・揚げパン
チヂミ・ソトック

ビビンバ
からあげ・ポテト
ホットドック・コーヒー・ソフトクリーム
ニンニク球・黒ニンニク・焼き鳥
切手類・無料コーヒー
納豆販売
無料しじみ汁・カレー・おでん・ソーセージ
しじみ販売

みなさんふるって参加してください
優勝者には豪華景品をプレゼント！

小雨決行
雨量によっては「道の駅おおとう桜街道」で
11時からの開催となります。
※その際、プログラムに変更があります

2019

大任町水辺公園
《お問い合わせ》大任町商工会 TEL.0947－63－2241

（田川郡大任町六本松　彦山川河川敷・向田区出雲神社横）10.27日
楽しいイベントがいっぱい！ ラムネ

早飲み大会
開会式終了後受付開始

■ゴミは必ず備え付けのゴミ箱へ捨ててください
■河川敷でのお祭りですので、お子様には充分注意をお願いします
■当日、会場内での車上あらしや盗難、事故等につきましては、
　主催者側では一切責任を負いません
■車でお越しの方の飲酒は固くお断りいたします

ご
来
場
の

各
位
様
へ



大任町今任原3401-52　TEL 0947-63-2571

空調換気ダクト設備

（有）鈴木板金製作所

ゆめマート田川大任店    TEL 0947-63-2107

（有）誠　水　産

大任町今任原2780-1
ラーメン 壱好
株式会社 2NE7
大任町大行事　　TEL 0947-63-3190

木村石油（有）
大任町今任原2497　TEL 0947-63-4839

プロパンガス
販　　　　売

有限会社  安 産 業
大任町大行事1695　　TEL 0947-63-3048

大任町今任原1976　TEL 0947-63-2185
（株）丹村組

（株）桑野衛生  大任営業所
大任町今任原973　　TEL 0947-63-3217

株式会社 神田商店
代表取締役社長　城本一永

環境・未来・創造・再生

本社・リサイクル工場 大任町今任原1068-5 TEL 0947-41-8686
大任・リサイクル第二工場 大任町今任原2897-38 TEL 0947-41-8057
田川営業所 田川市大黒町2-1 KANDAビル3F TEL 0947-42-7008
(株)神田(旧日田営業所) 日田市求来里1004-1 TEL 0973-24-3924

大任町今任原985    TEL 0947-63-2701

坂木設備

大任町大行事3845    TEL 0947-63-2184
杉 原 組

大任町今任原4092-22    TEL 0947-41-2026

永 次 建 設

平成造花 大任町今任原3107-1
TEL 0947-63-2769

葬儀一式・花輪・生花・返礼品

(有)滝口自動車整備工場
大任町安永交差点横　　　TEL 0947-63-2281

福岡運輸局指定民間車検工場・新車、中古車販売・車検整備・鈑金塗装

信 栄 建 設
大任町今任原3999　　TEL 0947-63-2922

大任町今任原1950-2    TEL 0947-63-3488

奥永建設

田川政策研究会
大任町今任原　　TEL 0947-63-3316

株式会社IFC
大任町大行事3833-1　　TEL 0947-63-3384

有限会社 植木印刷
田川郡糸田町2067　TEL 0947-26-0106

株式会社 大任エネルギー
大任町大行事3102　TEL 0947-63-2460

株式会社 よろこび
大任町大行事3090

TEL 0947-41-8030

居宅支援・訪問介護

ヘアーメイク美容室

すみえ
大任店　TEL 0947-63-3668
一本松店　TEL 0947-46-2681

からあげ綾＆修
川崎町大字川崎1090-1

　　　　　　　TEL 0947-72-5551

大任町上今任城乃越
TEL 0947-63-3233

城乃越焼 建窯

大任町今任原1769
TEL 0947-63-4380

サカキ工務店
TEL 0947-63-2133

光　建　設
TEL 0947-63-4580

（有）浦野運送

大鈴産業（有）
TEL 0947-63-2788

（株）サクラ開発
大任町大行事

TEL 0947-63-3551

大任町大行事345-1
TEL 0947-63-4870

（有）永髙建設
大任町今任原3205-1
TEL 0947-63-2069

くすりのパートナー
大任町今任原（ゆめマート内）
TEL 0947-63-3731

電気設備設計施工

株式会社 米丸電気
（本　　　社） 大任町大字大行事4280番地1
　　　　　　 TEL 63‒4306　FAX 63‒4728
（香春町支店） 香春町中津原1246-15
　　　　　　 TEL／FAX（0947）32‒7210 

松村産業（株）
田川郡香春町大字高野874番地
TEL 0947-32-3182

し尿処理・浄化槽管理

松 栄 産 業
大任町大行事

TEL 0947-63-2161

大任郵便局
TEL 0947-63-2042

商工貯蓄共済 ちっちゃな掛金で、
おおきな夢を育てます。

貯蓄共済3つの特徴

－詳しくは大任町商工会まで－　TEL 63-2241

3つの機能がセットになって3倍活かせる有利な制度

月額2,000円で ふえる貯蓄 活かす融資 安心保険
○貯蓄…安い掛金でその大部分が貯蓄積み立てとなります。
○融資…個人の掛金を集中し低利で大きな資金が借りられます。
○保険…万一の場合は補償金のほかに積立金がもらえます。

有限会社 松 寿
大任町今任原3323-1
TEL 0947-45-3888

正光造園
大任町今任原3568-1
TEL 0947-63-2779

正和道路(株)
大任町上今任

TEL 0947-63-2127

J A たがわ
大任支所

軽食 みほ
大任町大行事4382-2
TEL 0947-63-3392

株式会社 福元工業
福智町伊方4130-1

TEL 0947-75-9836
代表取締役 福元　浩二

総合建設業次谷建設
田川市伊田757-1

TEL 090-1730-0302

代表 次谷　勇龍

（有）地建ホーム
田川市大字伊田1813-1
TEL 0947-46-1210

株式会社 おおとうニンニク食品
大任町今任原18　TEL 0947-63-4950

（有）長原建設工業
大任町今任原4139-1
TEL 0947-63-3010

（有）中島金物
田川市白鳥町6-1

TEL 0947-44-1105

椿苑 まえだ趣味の店
営業日  金・土・日

大任町今任原2226
TEL 0947-63-3266

（有）清川テント工業
田川市糒1836-8

TEL 0947-45-6021

（株）地建ハウジング
大任町大行事1831-11
TEL 0947-63-4168

（有）小川商事
田川郡添田町大字添田2001
TEL 0947-82-0053

(株) 安 信
田川市夏吉4003-14
TEL 0947-49-3535

東洋建設工業
TEL 0947-63-4701

（有）花水商店
田川市伊田町15-7
TEL 0947-44-1130

（有）ニチリン
大任町今任原1364
TEL 0947-63-2720

美咲樹総業
大任町大行事

TEL 0947-63-3338

（株）ショージ
田川市大字夏吉422-5
TEL 0947-50-7011

大任町柿原（商工会横）
TEL 0947-63-2886

ヘアーサロンおおた

大陽総業
田川市位登131-5
TEL 0947-44-5021

大任町大行事1244
TEL 0947-63-2449

株式会社 藤本工務店

俵口種苗店
田川市番田町9-22

TEL 0947-42-3512

種・苗・農業資材・農薬・ビニール

大任町今任原3605-2
TEL 0947-63-2019

武蔵場建設

行橋市道場寺1466
TEL 0930-25-3070

FREE STYLE SOUND

大幸建設
大任町今任原4124-1
TEL 0947-63-4027

理容ひぐち
大任町下今任

TEL 0947-63-2202

渡 邊 設 備
大任町大行事103番地
TEL 0947-63-3743

本社／田川市大字伊田474-6
TEL 0947-44-2545

代表取締役 村上　祐治

　　株式会社 鷹羽建設
特定建設業　許可番号（特-24）第90332号
田川郡大任町大字大行事4678-14  Tel:0947-63-2887

　　九州環境企業組合
日本工業規格表示認証工場　コンクリート二次製品 製造販売
田川郡大任町大字大行事4678-14  Tel:0947-63-2271

社会福祉法人 鷹羽会
特別養護老人ホーム グットライフ　 Tel:0947-63-3368
軽費老人ホームケアハウス グットライフ Tel:0947-63-3966
グループホーム しじみ苑A  Tel:0947-41-8050
グループホーム しじみ苑B  Tel:0947-41-2020
田川郡大任町大字今任原3485-1
グループホーム ひまわり苑　  Tel:0947-63-2880
田川郡大任町大字大行事519-1

　　有限会社 譲
総合建設業　総合建築業　福岡県指定 残土処分場
田川郡大任町大字大行事4678-14  Tel:0947-63-3172

（企）オールジャパン・クリーン
ビルメンテナンス・建設資材販売・木工の加工場
田川郡大任町大字今任原長迫3493 Tel:0947-63-3131

社会福祉法人 英明会
身体障害者通所授産施設 とび梅学園
築上郡築上町越路474-1  Tel:0930-56-3870

社会福祉法人 よろこび
特別養護老人ホーム よろこび
田川郡大任町大字大行事4126  Tel:0947-47-8655

鷹羽グループ
代　表　永原譲太郎

TEL 0947-63-2002

大任町大型農業機械管理組合
各種農作業のことならどんな事でも
お気軽にご相談ください。

組合長 安武 秀樹　他 組合員一同赤村商工会
青 年 部

糸田町商工会
青 年 部

香春町商工会
青 年 部

添田町商工会
青 年 部

福智町商工会
青 年 部

TEL 0947-63-4170

総合建築 浦野住建第33回
開催おめでとうございます しじみ祭り開催にあたり、ご協賛いただきました各位に厚くお礼申し上げます。

※順不同、敬称略
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