
 

　

　

※マスク等、感染対策をお願いいたします。発熱の方はご来場をお控えください。
※感染対応のため、一部規模を小さくしております。

※また感染状況によっては中止となる場合がございます。

会場：深日漁港ふれあい広場

時間：開会式10：00 販売開始10：00～14：30終了予定

ものづくり体験教室♪終日

様々なタイルを使ってキャラクターを仕上げます！

だしの取り方や卵焼きの巻き方等プロ直伝！

年賀状に使えるあなただけの落款印の製作！

筒の中に3枚の板硝子をはめてその中にビーズ等を入れ万華鏡作

献血実施
10時～14時30分



　　　　　　　おおさか湾もん等産業フェアー第10回深日漁港ふれあいフェスタ出店者

ブ-ス
NO

事業所名 電話番号 出店内容 出店種類
ブ-ス
NO

事業所名 電話番号 出店内容 出店種類

1 JF大阪府漁連 422-4763 塩干物 物販 39 御菓子処　幸泉 483-5414 天然よもぎ入り草餅5個入・泉州名物　村雨 物販

2 深日漁業協同組合 492-2052 鮮魚 物販 40 いづみ工房 494-0813 手作り・手芸品・布ぞうり 物販

3 かじや 090-7103-7340 鮮魚 物販 41 いとこ農園 492-3704 かき・レモン 物販

4 玄 090-9987-8166 揚げ物（ハモ） グルメ 42 整体院　YAMA 090-4491-7572 整体 サービス

5 魚屋　船守丸 494-2752 魚フライ・しらすくぎ煮 グルメ 43  明治安田生命相互会社りんくう営業所 461-2595 野菜摂取量測定・握力測定・健康測定 サービス

6 カフェ　アラムクルクル 090-1151-1073 ハラミ串・コーヒー グルメ 44 大阪いずみ市民生活協同組合 070-2320-5155 ミックス・キャロットジュース グルメ

7 浜のおばちゃん家 090-6240-3307 ハモ・たこ唐揚 グルメ 45 岬エルピーガス協同組合 492-3341 ガス機器・防災用品展示 展示

8 たこやき　アヤカ 473-6400 たこやき グルメ 46 あさしを衣料 492-0616 ジュース・お茶 グルメ

9 カフェ＆クラフトスペース　ほびっと 425-3610 サンドイッチ グルメ 47 西田農園 495-5139 キウイフルーツ・乾椎茸 物販

10 珈琲豆屋　カサブランカ 425-0398 コーヒー・コーヒー豆 グルメ 48 昔造り辻茂 471-4545 ワレおかき 物販

11 リペア技研 090-2018-0363 ぜんざい グルメ 49 HOOD　LIGHTS　 帽子 物販

12 ビューティサロン　ピュア 492-3396 焼きそば・パワーストーン グルメ 50 遊花 472-2287 シナマイフラワーアレンジ 物販

13 有限会社マルミストアー 492-2128 バナナ 物販 51
ふわり～COCORO～
　  ／　Aunty MIKAのいえ

496-3965
ヘアカラーシャンプなど・アクセサリー・ハワイアン・
ママキティー

物販

14 岬町商工会　観光部会 492-3311 古代米うどん グルメ 52 株式会社おりおん 477-2331 アクセサリー 物販

15 岬町観光協会 447-4354 観光PR 展示 53 ミシンカフェ 424-5002 手作り小物 物販

16 岬町商工会　商工業部会 492-3311 コーヒー・お茶・パン グルメ 54 おもちゃのハッピー 090-8887-4602 おもちゃ・雑貨 物販

17 泉南郡岬町深日南池土地改良区 492-4767 レモングラス無料試飲 展示 55 Princess coco 0725-99-8521 ペット用品 物販

18 おうちカフェ　あさすみ 486-8349 おでん・たこ・コロッケ グルメ 56 アイティーコーポレーション 474-3900 羽毛掛布団 物販

19 エムズダイナー 090-7115-0279 トッポギ・タコス グルメ 57 H.C.DENIMS
090-6826-
9782

バック・小物 物販

20 施順泰鹵菜工房 488-7235 落花生・餃子・中華まん グルメ 58 竹田製作所 452-0636 ボタン・小人のおうち 物販

21 さらし旅館 492-2019 たこめし・鯛めし・赤飯・その他 グルメ 59 兵八　熊取店 452-5353 カバン　他 物販

22 姫工房 494-0434 松茸ごはん・わかめの佃煮・草もち・味噌 グルメ 59 株式会社じばしん 452-1428 タオル等 物販

23 お好み焼　伴 492-5487 肉巻きおにぎり・高木さんちの新米 グルメ 60 大阪府タイル技能士協会 モザイクアートわくわくタイル教室 ものづくり

24 株式会社　寿司よし 492-2300 炊き込みご飯・巻き寿司他 グルメ 61 大阪府板ガラス技能士会 手づくりり万華鏡教室 ものづくり

25 粋込 4496-3533 ハモ天ぷら・牛すじこん煮 グルメ 62 大阪府印象技能士会 石のはんこづくり教室 ものづくり

26 ひろしげ珈琲倶楽部 486-4500 パウンドケーキ・パン類・コーヒー・ソフトドリンク グルメ 63 大阪府調理技能士会 プロによるだし巻きのコツ料理教室 ものづくり

27 創作弁当　一帆 090-8989-0068 からあげ グルメ 64 行政相談委員　行政相談週間報告活動 492-2391 ティッシュ・リーフレットの配布 展示

28 北川山荘 495-5051 精米3kg・焼きそば グルメ 65 (株)青木松風庵　深日店 492-5452 月化粧 物販

29 ゆめたこ 090-5061-7253 タコ焼・焼きそば・ジュース グルメ 66 中塩路の天ぷら 090-9164-3263 小天・ごぼ天 グルメ

30 焼肉じゃりン子 090-4288-8929 ホルモン鉄板焼き　・　カルビ炭火焼き グルメ 67 丸玉(株)　タイヤル 494-3831 ドリンクタピオカ グルメ

31 居食処　なまけもの 090-3717-4723 お弁当 グルメ 68 esora 090-5064-9647 ベビーカステラ グルメ

32 （株）割ぽう　魚政 435-1414 寿司（巻・押寿司）・弁当 グルメ 69 泉南警察 ミニパトカー展示 展示

33 おむすび処　にんに　-NINNI- 473-4158 おむすび・からあげ・天ぷら・かき氷・飲み物 グルメ 70 岬町消防団 消防車・赤バイク展示・消防団募集 展示

34 Dining YaNaGi 090-8825-7958 キンバ グルメ 71 大阪湾環境保全協議会 06-6210-9587 展示・スゴロク 展示

35 - - - グルメ 72 水産技術センター 495-5252 お魚タッチングプール 展示

36 plume 090-1151-1094 ネイル サービス 73 栽培事業場 495-0516 稚魚放流 展示

37 Chatto工房 447-9208 ポーチ・カバン・小物・アクセサリー 物販 74 献血 献血 公共

38 こやま農園 482-2962 花用品・たけの子（水煮ビンづめ） 物販

◎道路交通法遵守のため、会場内で召し上がっていただくための酒類販売はおこなっていません。

◎出店企業（出店番号またメニュー内容も含む）及びアトラクションが変更・取りやめとなる場合がありますので、ご了承ください。

１等
長崎県産黒毛和牛
ステーキ肉（４枚入り）

１名

２等
ビール＆
ジュース（１箱ずつ）

４名

３等 お米　（5kg）　 ５名

４等 鯛（１匹） １０名

５等 しらす干し（５００g） １０名

６等 塩干物 ２０名

開催時間　14:00～

ビンゴカードは開始30分前に配布します


