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地元にフォーカス！ 地域密着型フリーマガジン
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フリーマガジン『FREE』編集部
株式会社 ADP
〒871-0162 中津市永添2636-24
TEL 0979-25-2005   Email：free.nakatsu@gmail.com

①美味しいランチ・スイーツなどのお店の取材や配布、
　その他印刷物等の営業です。（未経験でもOK）
②記事や広告のデザイン業務（実務経験1年以上）
●給与／時給800円～（経験により優遇）
●時間／10：00～18：00の間で4～5時間程度
●休日／土・日・祝日（その他応相談）
●資格／高卒以上、普通運転免許
●まずは下記までお気軽にお電話ください。
　後日、面接のご連絡をいたします。　
  
　　　　　

フリーマガジンFREE
①営業 ②デザイナー募集！

右面を
ご覧下さい



［問］（一社）中津耶馬渓観光協会
☎0979-64-6565

たくさんのやさしい紙とうろうの
明かりに癒される

夕日が沈むころ、火がともされた紙とうろうの明かり
が寺町周辺を柔らかく包み、真夏の幻想的な夜を
迎えます。周辺の7つのお寺では「七観音参り」も
行われています。

寺町とうろう祭り

8月9日（木） 18:00～
寺町周辺、福澤旧居駐車場 ほか

［問］中津市観光推進課
☎0979-22-1111

優雅さと勇壮さが同居する
中津を代表する祭り

上　園・下　園合わせて13台の　園車と、闇無浜
神社・中津神社の御神輿が城下町をまわり、辻々で
は　園車の上で踊り等が披露されます。県指定無形
民俗文化財で、その賑やかさから大分県三大　園祭
とも称されています。

中津　園

7月27日（金）～29日（日）
闇無浜神社（下　園）、中津神社（上　園）ほか

［問］日之出町地区商店街協同組合
☎0979-22-1749

子どもから大人まで一緒に楽しめる
商店街恒例の夜市
「縁日夜店」として「わたがし、ポップコーン、射的、
ヨーヨーつり、スーパーボールすくい」など、子どもた
ちがワクワクするものをたくさん企画しています。家
族で、カップルで、友達同士で日ノ出町商店街に
お越しください。

あきんど夜市

8月9日（木） 17：00～20：00
日ノ出町商店街（アーケード）

［問］中津市耶馬溪支所地域振興課
 ☎0979-54-3111

2000発の花火が打ち上げられ、
夜空と湖面を華やかに彩る
森と湖に親しむ旬間の協賛行事として、耶馬溪湖畔
祭りが耶馬溪ダムの耶馬溪アクアパークをメイン会
場に開催されます。ダンスやライブ、太鼓などのステー
ジイベントが開催されます。

第36回耶馬溪湖畔まつり

8月12日（日） 15：00～22：00
耶馬溪アクアパーク ※花火大会は20：30頃

Tamaya
Hand Phone／090-3017-8111
Email :tamaya.nakatsu@gmail.com
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夏祭りと言えば、夏の一大イベント。

金魚すくいに屋台グルメ、花火と

お楽しみがたくさんですよね。

今回は、FREEエリアで開催される

夏祭りをピックアップしてみました。

是非今年は、浴衣を着て

出かけてみませんか。

浴
衣
を
着
て

祭
り
に

出
か
け
よ
う
！ 

浴
衣
を
着
て

祭
り
に

出
か
け
よ
う
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［問］（一社）宇佐市観光協会安心院部会
☎0978-34-4839

開会セレモニーでは、地元の子どもたちに
よる演技が披露されます

また恒例の盆踊り・仮装踊りの後、約1000発の
花火が打ち上げられる予定です。その他にも餅ま
き、うちわ抽選会なども企画しています。
※雨天決行※荒天の場合翌日26日（日）に延期

第50回安心院盆地祭り

8月25日（土） 17：00～花火：20:30～
安心院文化会館前駐車場

［問］みやこ町夏まつり実行委員会事務局
☎０９３０-３２-２５１２

まつりの最後には、約1000発の花火が
打ち上げられます

各種出店やステージイベントが行われます。みな
さまのご来場お待ちしております。●前夜祭8月
17日18：00～21：00●本祭り8月18日　21：
00※荒天の場合、本祭は8月19日（日）へ延期。

第13回みやこ町夏まつり

8月18日（土）15：00～
サン・グレートみやこ（みやこ町勝山黒田86-1周辺）

［問］豊前市役所観光物産課
☎0979-82-1111

宇島漁港の夏の一大イベント
夜を華麗に彩る花火が見もの
今年で66回目となるお祭り。夜空を埋め尽くす役
3000発の花火を、間近で見ることができます。水
中花火など様々な花火が海上から打上げられ、
宇島漁港の夜を華麗に彩ります。水面に光が映
える海上スターマインも必見です。

第66回豊前市みなと祭り納涼花火大会

8月4日（土） 20：00～21：00
県営宇島漁港

［問］豊後高田商工会議所
☎0978-22-2412

毎年５０００人以上の観客が集まる
市民総出の盆踊り大会
この大会では、県選択無形民俗文化財の「草地
おどり」を、７００人を超える市民が幾重もの輪を描
き踊ります。最後には草地踊り保存会の特別出演
もあり、心技一体の妙技を披露してくれます。

高田観光盆踊り大会

8月18日（土） 19：00～21：00
豊後高田市新町 中央公園イベント広場

2018
SUMMER FESTIVAL 

EVENTS GUIDE

Let's wear yukatas andgo to 
the summer festivaltogether!

予定は変更になる場合もあります。詳細は直接、開催者にお問い合わせ下さい。
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大分がまつり一色となる３日間！！
大分七夕まつり開催

大分市民の熱い気持ちを奮い立たせ、大分の魅力を全国に発信します。中心部の

商店街は、趣向を凝らした華やかな七夕飾りで彩られます。メイン会場の「４８万人の

広場」では、初日、「府内打ち水大作戦」「オープニングセレモニー」で幕を開け、武者

姿や昇り龍をかたどった勇壮でダイナミックな照明入りの山車「府内戦紙」(ふない

ぱっちん)が威勢よく練り歩きます。２日目には会場を歩行者天国として「おおいた市

民おどりの祭典」「七夕スターライトステージ」「はじめてのラグビー『はじラグ』」「太鼓

大会」「府内戦紙ひろば」などで盛り上がり、七夕ブロードウェイでフィナーレを飾りま

す。３日目は大分川河畔で花火が夜空に打ちあがる「大分合同新聞花火大会」が開

催されます。［所］大分市 中心部

大分七夕まつりの３日目に開催され、豪快な音と光でまつりのフィナーレを彩ります。

約６，５００発（雨天順延）

［所］大分市 大分川弁天大橋上流

［問］大分合同新聞社イベント事業部　☎０９７-５３８-９６４６

大分市まつり振興会事務局 ☎ 097-537-5959

開催日／8月3日（金）～5日（日）
　　　 　   3日、4日　18：30～21：20
　　　 　   5日        20：00～21：00

■関連イベント

大分合同新聞花火大会    8月5日（日）20：00～

NEWS & EVENT

大きな花火が間近に見える ！
第36回 耶馬溪湖畔まつり開催

「耶馬溪湖畔祭り」は昨年に続き、お盆直前の8月12日（日）に、耶馬渓アクアパーク

をメイン会場に開催されます。ダム湖面をバックにしたステージは、ライブやダンス、太

鼓演奏などで盛り上がります。また、バナナボート体験やダム事務所見学など、森と湖

に親しむ旬間にあわせたイベントも楽しむことができます。夜には約2500発の花火が

夜空とダム湖面を華やかに彩り、尺玉は音も大きさも迫力満点！耶馬溪での土砂災

害で犠牲となった方々への慰霊の気持ちも込めて打ち上げます。お盆に里帰りされ

た方、子どもから大人まで、みんなが一緒に楽しめるイベントです！

主なイベント内容

●15:00頃～バナナボート体験●19:15頃～ゆふいん源流太鼓

●20:30頃～大花火大会

この他にも泉谷しげるライブ（時間は未定）や、高校生のブラスバンド演奏、地元の

子どもたちのダンスステージも予定しています。

［所］耶馬溪アクアパーク

　

中津市耶馬溪支所地域振興課　 ☎ 0979-54-3111

開催日／8月12日（日） 15：00～22：00

●駐車場について
祭り当日、会場の耶馬渓アクアパークは、車の駐車ができません。
耶馬溪町柿坂周辺の臨時駐車場をご利用ください。
臨時駐車場と会場の間は無料のシャトルバスを運行します。
※駐車台数に限りがあるため駐車いただけない場合がありますので、
予めご了承ください。
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NEWS & EVENT

中津市観光推進課　☎0979-22-1111

中津の夏の風物詩  鶴市花傘鉾祭
今から約880年前、お鶴と市太郎
の母子がこの井堰を完成させるた
めに人柱になったという話が今も伝
わっています。鶴市花傘鉾祭は、二
人の霊を慰めるとともに五穀豊穣を
願うお祭りです。色鮮やかに飾られ
た花傘鉾が囃子にのって青田の中
を行列します。［所］八幡鶴市神社、
山国川三口河川敷、市内一円
［時］8月25日（土）～8月26日（日）

月の輪学園　☎0979-72-2181

月の輪学園　夏祭り

楽しいイベントや屋台、うちわ
抽選会に花火大会など、盛り
だくさんです。駐車場に限りが
あります。乗り合わせの上ご来
場ください。

［所］福岡築上郡上毛町原井
84-1（月の輪学園グランド）
［時］8月12日（日）17：30～
※雨天延期の場合は19日

開催日／8月4日（土）・5日（日）　11：00～21：00

小倉城 ☎093-561-1210

お城を眺めながら飲むビールは格別！
小倉城ビアガーデン2018

今年も小倉城ビアガーデンが、開催されます。滅多に体験できない、珍しいビア

ガーデン。お姫様や武将・忍者たちと飲めや歌えのお祭り騒ぎで、みんなで盛り

上がろう！ビールに合うご当地グルメが大集合して、ライブイベントも同時開催さ

れるます。夏の暑さをビールでふっとばそう♪

［所］小倉城天守閣前広場

みやこ観光まちづくり協会　☎0930-33-5771

乗って残そう ！ 平成筑豊鉄道
犀川駅前ビアガーデン

各種アルコールの販売や、地元協力出店者
によるおつまみや食べ物の販売を行います。
平成筑豊鉄道でのご来場者には、乗車特典
があります！
※平筑乗車特典…美夜古ブラジャー（ブラン
デー+ジンジャーエール）

［所］犀川駅前特設会場
［時］７月２７日（金） 18：00～21：30

みやこ観光まちづくり協会 ☎0930-33-5771

みやこde体験プログラム ブルーベリー狩りと重量あて体験

無農薬で栽培されたブルーベ
リーの食べ放題。園内には、３０
品種、約1,000本を栽培。7・8
品種の味が楽しめます。重量あ
ての300ｇはお土産用にお持
ち帰りください。
［所］ベリーガーデン亜矢の里
［時］８月４日（土）10：00～12：00
［料］1,500円
（小学生350円）園児無料

城島高原パーク　☎0977-22-1165

クレヨンしんちゃん ホラーハウス２
サトーココノカドー電撃大作戦
“カスカベ防衛隊のみんなをお助けするゾ！”

ちょっとこわいけど・・・やっぱりたのし
い。クレヨンしんちゃんのホラーハウ
ス ！ 第2弾

ゲストインフォメーション　☎0977-73-1111

ハーモニーランドの「サマーカーニバル2018」開催！

親子で楽しむプールや水かけイベン
ト、浴衣キャラクターとの盆踊りや花
火など、「涼しく遊ぼう！」をテーマに
夏休みイベントを開催！

［所］ハーモニーランド
［時］7月14日（土）～9月2日（日）
［料］パスポートチケット（入園+アト
ラクション）…2,900円
［詳］http://www.harmonyland.jp/

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

［所］城島高原 イベントハウス（屋内） ［時］７/１４（土）～８/３１（金）、
 ９月の土日祝　［料］４００円（3才以上）※お得な家族＆グループ割あり
［詳］http://www.kijimakogen-park.jp

©'76,'91,'96,'01,'05,'12,'13,'17,'18 SANRIO
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開催日／7月21日（土）～8月31日（金） 10：00～16：00

耶馬溪支所地域振興課 ☎0979-54-3111

ヒンヤリ冷たい水が気持ちいい ！
「津民川河川プール」

暑い夏に自然の川を利用したちょっと冷たいプール「津民川河川プール」で、遊

んでみてはいかがでしょうか。自然の川の流れを利用した25ｍの大プールと、幼

児用の滑り台付きのプールをお楽しみください。トイレ・更衣室あり、駐車場約

30台。

［所］中津市耶馬溪町津民地区大野［料］無料

超体験！恐竜キングダム 
in 有田・焱の博記念堂

恐竜たちが生息していた古代地球へタイムスリップ。

角川まんが科学シリーズ『恐竜キングダム』コラボ企画が超体験できるアトラクション

として初登場します ！ 動く ！ 大型恐竜ロボット展示、乗れる ！ 恐竜ライド、撮れる ！ 

恐竜フォトスポットがもりだくさんです！！大迫力のT-REXウォーキングショーが毎日開

催され、恐竜王者ティラノサウルスの暴走をくいとめろ！！等々…。衝撃 ！ 体感 ！ 大興

奮 ！ の『恐竜キングダム』で遊びつくそう ！！

遊びのゾーンには、宝さがしやふわふわ遊具も登場します。お腹が空いたら、おいしい

飲食コーナーでパワーをつけて全部遊びつくしちゃおう ！ （※一部有料）

［所］焱の博記念堂（佐賀県西松浦郡有田町黒川甲1788番地）
［料］大人・こども（3歳以上一律有料）   前売券700円　当日券800円
　　※前売券販売期間：2018年7月7日（土）～9月14日（金）
　　※障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方は、介助者1名入場無料

※小学生以下は、保護者同伴でご入場ください。
※混雑時は、入場制限や入場までに待ち時間が発生する場合もございます。
　あらかじめご了承ください。

サガテレビ事業企画部　☎ 0952-23-9112 

開催日／9月15日（土）～17日（月・祝）
　　　　　　　　　　 22日（土）～24日（月・振）
　　　  10：00～16：00（最終入場15：30）

NEWS & EVENT

開催日／7月1日（日）～8月31日（金） 10：00～16：00

山国支所地域振興課 ☎0979-62-3111

山国川の水を直接引き込んだ
「山国川源流河川プール」で涼もう ！

大きい方は、水深1.2ｍ、小さい方は、水深0.9ｍ、そして幼児用の水遊び場が

あります。近くには、国の天然記念物に指定されている、猿飛千壺峡、峡谷の魔

林峡、念仏橋の景色が楽しめます。自然が豊かで木陰が多く、真夏の避暑地と

して、多くの家族連れでにぎわっています。トイレ・更衣室あり、駐車場約20台。

［所］中津市山国町草本841［料］無料
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NEWS & EVENT

開催日／8月11日（土・祝） 13：30～16：00　受付13：00～

中津市商工振興課  ☎ 0979-22-1111

中津で就職したい方を応援します
中津市企業合同就職面接会

中津市内の魅力ある企業（30社程度）の事業内容や具体的な求人内容を聞く

ことのできる絶好のチャンスです！就職支援機関による就職相談コーナーやＵＩＪ

ターン希望者向け相談コーナーもあります。お仕事を探している方、来春卒業予

定（高校を除く）の方、是非ご参加ください。

［所］ダイハツ九州アリーナ ［料］参加無料

開催日／8月21日（火） 10：00～12：00

企画運営事務局 合同会社 アイ.ジー.シー ☎ 097-529-8872

中津で活動する起業女子のための
ブラッシュアップ交流会（第1回）

“好き”や“得意”なことを仕事にしたい方、いつか“起業”しようと思っている方、現

在起業していてさらにステップアップしたい方、あなたのビジネスアイデアで、中津

市をもっと元気に！もっと魅力的なまちに！『新たな気づき』、『共感できる仲間』、

『頼れるサポーター』との新たな出会いの場をお届けします。

［所］share office & cafe『いといろ』 ［料］無料（ドリンク代個人負担有り）

開催日／8月11日（土） 10：00～12：30　受付9：40～

宇佐市役所商工振興課 商工労政係  ☎ 0978-27-8168

今働きたい方も、今後の参考にしたい方も、保護者も必見！

宇佐市企業合同 就職説明会開催

企業ブースにて、企業説明を受けることができます。来春卒業予定の大学生等エ

ントリー可能な方は、そのまま面接を受けることもできます。また、説明会のほか、就

職支援機関による就職相談コーナーもあります。事前予約不要、服装自由、入退

場自由。あなたを必要とする企業に出会う絶好のチャンスです！！

［所］宇佐文化会館・ウサノピア（小ホール・講習室）［料］参加無料

開催日／7月16日（月）～開放中

四季の山荘「求菩提」  ☎0979-88-3063

毎年多くの人が訪れる豊前の
夏の人気スポット「求菩提河川公園」

求菩提山の麓に流れる岩岳川の水の流れを利用した河川プールです。

近くには求菩提キャンプ場もあり、夏のレジャーを存分に楽しんでいただける絶

好のロケーション。

［所］くぼて河川公園　

［料］無料　
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内　容／病院内及び病室日常清掃
勤務地／中津市民病院
給　与／時給780円～1,000円
　　　　試用期間750円
時　間／7：00～21：00
　　　　上記の間で都合が良い時間
勤　務／週3～5日程度
　　　　（作業シフトによる交代制）
　　　　※時間・勤務はいずれも応相談
待　遇／制服貸与、交通費規定支給、有給制度あり（当社規定）
応　募／まずは、お気軽にお電話下さい。電話受付後、後日面接をさせて
　　　　いただきますので、履歴書（写真付）で準備してください。

初めての方でも丁寧に教えます！ 清掃スタッフ増員の為、大急募！

中津市大字下池永173番地（中津市民病院内）

日本空調サービス株式会社 中津営業所
☎0979-64-7702（担当／林・松尾・藤本）

パ

内　容／①万田店（レジ・惣菜・事務）…………時給830円
　　　　②沖代店（レジ・惣菜・食品出し）……時給830円
　　　　③青豊店・豊前店（惣菜・青果）………時給830円
　　　　④沖代店（夜間レジ）…………………時給870円
　　　　⑤惣菜工場……………………………時給830円
時　間／①②③8：30～5時間・8時間程度、13：00～5時間程度
　　　　④17：00～21：00又は22：00まで ⑤6：00～11：00、6：00～15：00
           ※勤務時間など相談に応じます。
待　遇／通勤手当、技術手当あり（当社規定による）
応　募／ご希望の店舗までお電話ください。

スーパー細川、パートさん募集！

スーパー細川（担当／各店店長）

パ

スーパー

HOSOKAWA

万田店 ☎0979-24-5366 沖代店 ☎0979-24-2636
豊前店 ☎0979-82-3378 青豊店 ☎0979-62-9220

勤務地／悠久の里（中津市大字永添945）
職　種／①～③調理補助 ④食器洗浄
給　与／時給①④800円 ②③780円
内　容／①盛り付け・配膳作業
　　　　②③洗浄・盛り付け・配膳作業
　　　　④洗浄・配膳準備作業
　　　　※週4日勤務：勤務日数変更可（要相談）
時　間／①6：00～8：00 ②8：30～12：00
           ③13：30～17：00 ④17：00～19：00
休　日／シフト制（4週8休）
資　格／①～④未経験歓迎
　　　　★土日祝日勤務可能な方歓迎！！
待　遇／交通費規定支給・制服貸与・車通勤可(無料駐車場)
応　募／電話連絡の上、履歴書持参下さい。
　　　　※グループ会社のユーレストジャパン㈱との雇用契約になります。
　　　　【A1926300276】
　　　　
　　　　★先輩スタッフが丁寧に指導するので、未経験の方も安心して
　　　　　働ける環境です！ 詳細は面接時にお気軽にお問い合わせ下さい。

高齢者施設での食事提供のオシゴト募集☆パ

福岡市博多区博多駅東3丁目3-3 新比恵ビル2F

栄食メディックス株式会社
　 0120-563-537（アルバイト応募受付センター／受付10：00～19：00）

勤務地／中津市民病院（中津市大字下池永173番地）
職　種／①②③食器洗浄
内　容／食器洗浄機を使用しての洗浄業務、下膳業務、乾燥された
　　　　食器の片付け業務など
給　与／時給800円
時　間／①8：00～11：00
　　　　②12：00～15：00
　　　　③17：30～19：30
　　　　※週3日～5日勤務
休　日／シフト制
資　格／未経験・WワークOK
待　遇／交通費規定支給、制服貸与、車通勤可（無料駐車場あり）
応　募／電話連絡の上、履歴書持参下さい。
　　　　※グループ会社のユーレストジャパン㈱との雇用契約になります。
　　　　【A1926300281】
事　業／コントラクト・レストラン事業
　　　　★未経験の方には丁寧に教えるので安心して働ける環境です。
　　　　★幅広い世代の方が活躍しています！！
　　　　★お休みの相談もできるので、是非お気軽にご応募下さい。

週3～・WワークOK！ 都合に合わせて働けます☆パ

福岡市博多区博多駅東3丁目3-3 新比恵ビル2F

栄食メディックス株式会社
　 0120-563-537（アルバイト応募受付センター／受付10：00～19：00）

職　種／プログラマー・システムエンジニア
内　容／自社ソフトウェアの開発・設計・ユーザサポート対応
　　　　営業員に同行し、お客様先でデモ及び要望の打合せ
　　　　※エリアは地元を含めた九州や中国地方です。
給　与／月給160,000～240,000円その他手当
休　日／第2・3・4土曜日、日曜日、祝日
待　遇／社会保険・雇用保険・退職金制度・福利厚生
資　格／ACCESSを利用したVBAでの
           開発経験がある方、普通自動車免許、VB、C、
　　　　JAVA等の経験がある方は優遇いたします。
応　募／電話連絡後、履歴書を郵送ください。

プログラマー・システムエンジニア募集！

中津市外馬場2645

山秀情報システム 株式会社
☎0979-22-5485  担当窓口／苅北（かりきた）

正

元気の
ある方
大歓迎！

勤務先／Q&A中津店（中津市野依866-3）
職　種／レジ・仕入れ・店内清掃など
時　間／①10:30～19:00 ②16:00～24:30
　　　　③19:00～24:30
給　与／時給800円～（740円）
　　　　※22：00～ 時給1,000円～
　　　　※（  ）内は研修期間中の時給です
資　格／週に3～4日勤務できる方歓迎
応　募／「FREEを見た！」と下記まで
　　　　お電話ください。
★店内パートスタッフ、正社員大募集！

夜型タイプもOK！
WワークもOK! 喫煙可能！
一時間おき休憩OK！
週休2日もOK! 連休も可能！
（全て要相談）
お気軽にご相談ください。

今なら3ヶ月働くと、入社祝金30,000円進呈！

豊前市大字四郎丸1086-1

キューアンドエー 豊前店
☎0979-82-0218（担当／中野）

アパ
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求人広告のお申込みは株式会社ADP（FREE編集部）まで  TEL.0979-25-2005   E-mail free.nakatsu@gmail.com

職　種／①葬斎場職員（正社員）
           ②火葬場職員（パート）
　　　　③火葬業務全般（パート）
内　容／①葬儀施行業務全般（葬儀のない日は火葬場での受入収骨業務）
　　　　②火葬場での受入収骨業務
　　　　③火葬業務全般（勤務地：みやこ町、上毛町）
資　格／普通自動車免許（AT限定可）、年齢50歳頃迄（キャリア形成のため）
　　　　葬斎場経験者優遇
給　与／①月給180,000～200,000円
           ②時給1,200～1,500円
           ③時給1,200円（研修期間中1,000円）
時　間／①8：30～17：30（月15hほど残業あり）
　　　　②11：00～17：00頃（週20h未満の勤務）
　　　　③8：30～17：00（週3日通勤のできる方、残業なし）
休　日／①②週休2日制（シフトにより異なります） ※出勤日は応相談
待　遇／①施行手当・通勤手当・資格手当・残業手当・賞与あり（前年 年2回）
応　募／電話連絡後、履歴書をご持参ください。

★女性スタッフ活躍中！ 50歳以上の男性スタッフも活躍中！
　転職をお考えの方・未経験の方もお気軽にお尋ねください。

葬斎場スタッフ募集！ 初めての方でも安心して働けます！

中津市相原3032-16

風の丘葬斎場管理運営グループ
　 0120-68-0404（担当／新家）

正 パ

風の丘葬斎場

■ パート
勤　務／イオンモール三光店
給　与／時給800円
時　間／8:30～21:00の間で実働8時間
休　日／週休二日制
待　遇／各種保険完備、交通費規定内支給、車通勤可、制服貸与

■ 正社員
勤　務／中津店
内　容／お得意様への営業、菓子類の配達、販売 等
給　与／月給139,000～160,000円
休　日／週休二日制
資　格／要普通自動車免許
待　遇／各種保険完備、交通費規定内支給、各種手当有、車通勤可、制服貸与

応　募／電話連絡後、履歴書を中津店にご郵送ください。

老舗銘菓店『お菓子の菊家』 2店舗同時募集中！

中津市中殿町3丁目27-9

お菓子の菊家
☎0979-23-0812（採用担当／三浦）

正 パ
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