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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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中津東高マーケティング部が
「ほっとひといき 古民家女子マルシェ」
を南部まちなみ交流館にて開催!

諸町の中に残された歴史ある町屋を「おもてなし」施設としてリノベーション

した南部まちなみ交流館にて、大分県立中津東高校マーケティング部が

『ほっとひといき 古民家女子マルシェ』を開催します。耶馬渓そば、耶馬渓

茶、デザートがセットで味わえるランチのほか、「Vision cafe」のお菓子や

「Handmade屋nono」の手作り雑貨、「花かんむり」のクラフトアートなどな

ど多数の人気ショップも出店予定です。“おいしい”“かわいい”“たのしい”が

集まるおしゃれなマルシェにぜひ足を運んでみてください。江戸時代の風情

が残った空間で、心とカラダにほっとひといき休息を。

［所］中津市1828番地（諸町）

［問］大分県立中津東高等学校 マーケティング部

　　☎0979-32-3800（顧問：岡﨑）

南部まちなみ交流館　☎0979-23-6070

開催期間／5月27日（日）　10：00～15：00

NEWS & EVENT

開催日／6月3日（日） 10：00～16：00

USAイベント企画部　  ☎080-1781-5583（清永）

USAフェス in 宇佐神宮

今年で10回目となる県北の巨大マルシェUSAフェスが宇佐神宮にて開催され

ます。ステージLIVEやお菓子&もちシャワー、はたらく車 乗車体験、絵馬堂ワー

クショップなどなど楽しいイベントが盛りだくさん。県内外から100店舗以上集ま

るマルシェに乞うご期待！

［所］宇佐神宮 ［詳］http://usafes55555.wixsite.com/usafes

胡座イタリアン  ☎0930-55-6627

6月13日（水）・14日（木）
古民家レストラン胡座イタリアンにて
ワークショプを開催

●6月13日（水）10：00～13：00

胡座x雲城山焼窯元　手びねり陶

芸教室／「手びねり作品１点」を作
ります。（焼き上げ作業をこちらで

行った後、作品渡しは約１ヶ月後と

なります）●６月１4日（木）１０：００

～１3：0０ 胡座x梅干し研究所 梅

干し＆酵素ジュース教室／梅１㎏分の「梅塩漬け」と今人気の「梅酵素ジュー
ス」を作ります。※持ち物はエプロン、フェイスタオル２枚（梅拭き用）、手拭き

各ワークショップの準備があるため、６月７日（木）を申込締切とさせていただき

ます。

［所］胡座イタリアン［料］各5,000円（材料費と教室後の胡座ランチ込み）［定］

各10名※要予約［申］☎0930-55-6627  メール：agura@agura-yukuhashi.info
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■ 同日開催

10：00～16：00

［所］いこいの道芝生広場

「大分いこいの道ファミリーフェスタ誕生際」

ＪＲ大分駅ウォーキング

戦国時代の大友宗麟公（２１代）の頃、豊後府内は遠くヨーロッパまで知られた国際

貿易都市であり、今もなおその面影がいたるところに残されており、おおいた昔話にゆ

かりのある場所などを巡ります。コース全体に大分市ボランティアガイドが、また要

所々に「FUNAIジュニアガイド」が配置され、史跡を案内します。

●コース紹介：大分駅北口スタート、中央町、若宮八幡社、元町石仏、上原館、金剛

宝戒寺、弥栄神社、大分駅南口ゴール

●事前申込不要、参加料無料コース距離：約7.5km

●所要時間：約２時間（予定）

協力：（一社）大分市観光協会、大友氏遊学会

［所］大分市 大分駅北口スタート　南口ゴール

大分駅　☎097-532-1958

開催日／5月26日（土）

アート＆デザインの大茶会
マルセル・ワンダース、須藤玲子、ミヤケマイ

『おおいた大茶会』をテーマに開催される第33回国民文化祭・おおいた2018、第18

回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会を記念し、大分県立美術館では、開館当

初より親しまれているアトリウム展示をてがけた三人の作家、マルセル・ワンダース、須

藤玲子、ミヤケマイによるインスタレーションに特化した展覧会を行います。アートとデ

ザイン、それぞれの分野における第一線の活動をご紹介します。

開館当初から大分県立美術館が目指す、「出会いと五感のミュージアム」。そして国

民文化祭のテーマである「大茶会」。この二つのコンセプトのもと、五感にうったえ、人

と作品の出会う、センセーショナルな現代版大茶会をお届けします。

［所］大分県立美術館1階 展示室A

［料］一般¥1,000　大学・高校生 ¥500

大分県立美術館　☎097-533-4500

開催日／6月15日（金）～7月22日（日） 10:00～19:00
※金曜日・土曜日は20:00まで（入場は閉館の30分前まで）

■ 関連イベント

NEWS & EVENT

6月15日（金） 13:30～15:00
［所］大分県立美術館 1階 アトリウム
［詳］http://www.opam.jp/events/detail/509

「アート＆デザインの大茶会 マルセル・ワンダース、須藤玲子、ミヤケマイ」
アーティスト・トーク開催
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ネットワーク友枝まちあるきチーム
さあ、行こう！第19弾
「東上ほたるナイトウォーク」の参加者募集

小川のせせらぎとカジカの鳴き声を聴きながらのホタル散策です。星も輝く幻想的な夜

をお楽しみください。成恒子ども神楽とお囃子どんの和太鼓、築上東music‐lovers’の

ミニコンサート後、夕食をしてから出発します。

［所］集合場所／東上集会所（旧東上小学校）

［料］参加費：５００円（保険・夕食代込）

［申］役場、たいへいの里、西吉冨、唐原コミュニティーセンターに申込用紙と

回収箱を設置しています。締切：５月３１日（木）

［問］貴村 ☎０９０-７４７８-００６４

※１３時から田舎遊び体験をオプションで用意しておりますので、

親子でご参加ください。（参加費 １，０００円）

ネットワーク友枝まちあるきチーム　☎090-7478-0064

開催日／6月9日（土） １7:00受付

NEWS & EVENT

米作りから酒造りまでを体験できる ！
2018年 イモリ谷物語 じゅうろくたび

宇佐市安心院町松本（イモリ谷）において、田植え（6月）、稲刈り（10月）、酒仕込み

（11月）、初絞り（12月予定）といった年間を通じた米作りから酒造りを体験できるイベン

トが開催されます。お米を収穫した後は、酒の麹造りや仕込みなどを行います。完成した

お酒に自分や家族の写真をパッケージできるマイラベル予約特典もあります。第1弾は、

安心院の大自然に囲まれた松本イモリ谷の田んぼで田植え体験を行います。詳しくは、

お問い合わせ先までご連絡ください。

［所］集合場所／宇佐市安心院町松本地区

［料］参加費：中学生以上：1,000円　小学生：500円　幼児以下は無料

　　※募集人員50名（先着順）

純米酒イモリ谷酒造り実行委員会　☎090-7446-3315　

開催日／6月3日（日）　9:00集合・受付
　　　　田植開始10：00～　13：00解散予定



●受付／18：00～
●開宴／18：30～

6/19（火）20（水）

今年もヴィラルーチェの夏がやってきた！ ビアパーティー2018

飲み放題&バイキング料理

ファミリー向けの

お子様も
大喜び間違いなし！

楽しいゲーム
開催！

毎年大人気！

今年も豪華景品をご用意して
お待ちしております。

お楽しみ
大抽選会

前売り（お一人様）税・サ込

当　日（お一人様）税・サ込

お問合せは

大分県の自動車税（大分ナンバー）に関するお問い合わせは大分県中津県税事務所へ  TEL ０９７９-２２-２９２０
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開催日／6月17日（日） 13:00～15:00

宇佐市役所 人権啓発・部落差別解消推進課 ☎0978-27-8122

男女共同参画講演会
「おひとりさまの老後から最期へ」

市では６月２３日～２９日の「男女共同参画週間」にさきがけ、「男女共同参画講

演会」を開催します。講師は７５万部を超えるベストセラーとなった「おひとりさま

の老後」の著者である上野千鶴子さんです。講演会後、書籍を購入して頂いた

方に上野千鶴子さんが直筆のサインを行います。［所］宇佐文化会館 小ホー

ル［料］入場無料

開催日／5月18日（金）～6月10日（日） 18：00～20：30

西友枝体験交流センター「ゆいきらら」  ☎0979-72-3939

西友枝体験交流センター
「ゆいきらら」満天の星空とホタルの乱舞
「ホタルかふぇ」オープン！

ゆいきららでは、ホタルの乱舞にあわせて期間限定のカフェをオープンします。ゆ

いきららシスターズ手作りのカレーやパウンドケーキ、生ビール、西友枝の名水で
入れたコーヒー、土日限定で唐揚げなどもご用意しています。また、カフェ内で６月

の始め頃から甘いスイートコーンの販売も行いますので、ぜひお立ち寄りくださ

い。［所］西友枝体験交流センター「ゆいきらら」

NEWS & EVENT

豊前市役所観光物産課地域資源活用係 ☎0979-82-1111

春の森林セラピー 枝川内あじさいコース

春の森林セラピーイベント♪6
月は枝川内あじさいコースを散
策した後、地元産の手打ち蕎
麦定食を堪能。自然と食で癒さ
れに豊前市に来ませんか？定
員：25名
［所］岩屋活性化センター
［時］6月9日（土）・６月21日（木）
9：30受付、13：00解散
［料］2,000円

ハーモニーランドゲストインフォメーション ☎0977-73-1111

ハーモニーランド 降水確率割引キャンペーン

ハーモニーランドは雨が降っても
楽しいアイテムがいっぱい！また降
水確率が高いほどお得になるキャ
ンペーンを実施！詳細は公式サイト
をチェック！
［所］ハーモニーランド
［時］6月2日（土）～7月13日（金）
［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/
 

福岡県京築保健福祉環境事務所 健康増進課 ☎0930-23-2690

ヘルシーメニューde食育キャンペーン

京築地域の｢ふくおか食の健康サポート店（キャン
ペーン参加店のみ）｣でヘルシーメニューを注文する
と、プレゼント引換券が１枚もらえ、２枚集めるとプレゼ
ントと交換できます。店舗名やプレゼントの内容等詳
しくはＱＲコードで検索してください｡
［所］京築地域のふくおか食の健康
サポート店（キャンペーン参加店のみ）
［時］６月１３日（水）～２６日（火）
各店舗の営業時間内
［料］無料（BBQ、露店等一部有料）

豊後高田市農業ブランド推進課　☎0978-22-3100

田染荘 御田植祭（たしぶのしょう おたうえさい）

中世の荘園村落の景観を残す
小崎地区で行われる、体験交流
イベント。昔ながらの苗植え体験
は誰でも自由に参加できます。
歴史上ゆかりの深い宇佐神宮
の神事や、荘園マルシェ（11：
00～）も行われます。
［所］豊後高田市田染小崎
［時］６月１0日（日）
13：00～15：00

詳しくは

※写真はキッチンガーデンコルさんの旬菜ピザ

QRは6月1日～
確認できます。

©1976、2018 SANRIO Co., Ltd.





オートクラブ
〒871-0153 大分県中津市大貞371-37　定休日／火曜日　営業時間／8:00 ～ 19:00

☎ 0979-26-5566
ht tp ://www.autoc lub-on ixnakatsu .com

オートクラブ

ダイハツ九州
アリーナ
●

●
焼肉たかもと

●ファミリー
　マート

◀至三光 至中津▶

●
ファミリー
マート

薦神社●

●

●

●

663

広沢歯科

675

大分みらい
信用金庫

緑ヶ丘中学校

●

普通車・バン・
トラック・ダンプ
までリース
いたします！

普通車・バン・
トラック・ダンプ
までリース
いたします！

普通車・バン・
トラック・ダンプ
までリース
いたします！

トヨタ
ハイエースバン
スーパーGL
DARK PRIME標準ボディ
2800cc 2WD 3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ
トヨタ
ヴォクシー
ZS 7人乗り
ブラック 2000cc
2WD 3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ
トヨタ
ランドクルーザー
プラド
TX Lパッケージ 5人乗り
ブラック 2800cc 4WD 3万円

回×

（
税
込
）

.99
603万円
回×

（
税
込
）

.99
603万円

回×

（
税
込
）

.99
60

月々コミコミ月々コミコミ
スズキ
クロスビー 
HYBRID MX
1000cc
2WD 2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ

月 ：々26,460円（税込）×60回
ボーナス：32,400円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

月 ：々31,320円（税込）×60回
ボーナス：92,232円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

月 ：々39,960円（税込）×60回
ボーナス：97,200円（税込）×10回
頭金410,397円・5年リース

月 ：々37,800円（税込）×60回
ボーナス：99,684円（税込）×10回
頭金0円・5年リース
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開催日／5月27日（日）　10:00～15:30

よしとみ・ワッショイ・春まつり実行委員会 ☎0979-22-0228

よしとみ・ワッショイ・春まつり

大好評のステージイベント「あんみつ姫」のほか、出場チーム大募集中の「チー

ム対抗綱引き」（大人の部、子供の部）や豪華景品が当たる「大抽選会」など楽

しい一日になること間違いなしです。みなさまお誘いあわせのうえ、ぜひご来場く

ださい。［所］吉富フォーユー会館周辺一帯

NEWS & EVENT

開催日／6月6日（水）～10日（日）　10:00～

北九州市スポーツ振興課 ☎093-582-2395

卓球ジャパンオープン荻村杯北九州大会

国内最高峰の世界大会「卓球ジャパンオープン荻村杯北九州大会」が北九州

市制55周年を記念して北九州市で開催されます。大会には本市出身の早田

ひな選手をはじめ世界のトップ選手が出場します。ぜひ、北九州市立総合体育

館で観戦しましょう。［所］北九州市立総合体育館

NPO法人耶馬渓ほたるの会 　☎0979-55-2259

第13回 天までとどけ
ほたるコンサート

今年は沖縄民謡などのコンサートが行われ
る予定で、地元折戸有志による、飲食の販
売もあります。コンサート終了後には全員で
ホタルの鑑賞会も行われます。
［所］小さなお宿つきのほたる
［時］6月9日（土）
　　開場17:00 　開演18:00
［料］2,000円

宇佐市観光協会安心院部会 ☎0978-34-4839

福貴野の滝　滝開き

当日は、福貴野の滝展望所の
駐車場で安全祈願祭、神楽舞
いや抹茶・お菓子の振る舞い
などのイベントを行います。滝の
雄大な景観とマイナスイオンを
ぜひお楽しみください。
［所］大分県宇佐市安心院町
福貴野※福貴野の滝駐車場
［時］6月10日（日）
10：00～12：00
［料］見学無料

八面山ほたる祭り実行委員会事務局　☎090-4350-3756

2018 ほたる祭りin八面山

蛍舞う季節にジャズやグルー
プサウンドのステージイベント
や、露店で楽しいひと時を過
ごしましょう。

［所］金色温泉駐車場
［時］6月2日（土）
開場12:00～21:00
［料］無料
（BBQ、露店等一部有料）

中津市しもげ商工会山国支所　☎0979-62-2683

山国町ほたるまつり

フラダンス、ひょっとこ踊り、バン
ド演奏等のステージイベントや地
域おこしグループ等による飲食
物の販売が行われます。また、ほ
たるポイントの案内もします。

［所］なかま温泉駐車場特設開場
［時］6月9日（土）
開場18：00～20：00
［料］無料



17

開催日／5月26日（土） 10：00～16：00

宇佐市役所 人権啓発・部落差別解消推進課 ☎0978-27-8122

大分いこいの道
ファミリーフェスタ～誕生際2018～

今年も、大分いこいの道 ファミリーフェスタを開催します。家族で参加できる企

画が盛りだくさんです。カフェブース・飲食テント・ホバークラフトラジコン走行会・

この木なんの木・ネイチャーゲーム・ヨーヨー釣り・シャボン玉コーナー・昔遊び・

輪投げ射的などに加え、大道芸も行われます。［所］大分市　シンボルロード

大分いこいの道芝生広場（JR大分駅南口前徒歩２分）

わんぱく相撲双葉山杯 実行委員会 宇佐青年会議所　☎0978-33-5144

「踏み出す勇気」
～明日へつながる決意の一歩～

わんぱく相撲 双葉山杯

宇佐市、豊後高田市、国東市の小学校
児童が学年別個人戦、団体戦を行い、
家族たちの声援を受けながら熱戦を繰
り広げます。

［所］宇佐市総合運動場相撲場
［時］6月17日（日）9:00～
［料］無料

開催日／5月26日（土）  10:00～15:00

ＮＰＯ法人 水辺に遊ぶ会 ☎0979-77-4396（平日10：00～16：00）

初夏の海を感じる、中津干潟まつり
「がたふぇす」

初夏の中津干潟(ひがた)で、海を感じながら、楽しく遊ぼう！をテーマに、松葉かき

から始まり、宝さがし、ネイチャークラフト、午後からは生き物観察会などを行いま

す。なお、「干潟(ひがた)の生き物観察会（かんさつかい）」にご参加の方は、バケ

ツ、スコップ、長靴、帽子、汚れても良い服、着替え、タオルなどの準備をお願いし

ます。［所］大新田海岸（中津市大新田セブンイレブン奥）［料］参加費６００円

NEWS & EVENT

到津の森公園　☎093-651-1895

到津の森と木の動物たち
～ チェンソーカービング 林隆雄展 ～

チェンソーカービングとは、チェンソー（木を切
る道具）だけで、木材（主に丸太）から、彫刻
作品を制作するものです。飛び出してきた木
の動物たちは、姿見の池周辺を中心に、園内
各所に展示します。

［所］到津の森公園
（姿見の池周辺を中心に園内各所）
［時］～５月３１日（木）
［料］無料　※入園料は必要です

ひ      が た

※予約受付中

開催日／7月13日（金）～ 17日（火）  10：00～16：00

プラレール博 ｉｎ KITAKYUSHU 事務局  ☎ 070-5022-9570

プラレール博inKITAKYUSHU
プラレールのなかまたちがキミを待ってるよ！ぜんぶ遊びつくしちゃおう！！

プラレールのなかまたちといっぱい遊べる夢のテーマパークが登場 ！ アトラクショ

ンやプラレールマーケットではイベント開催を記念した商品など盛りだくさん。

［所］西日本総合展示場 本館 大展示場［料］前売券/大人（中学生以上）900

円、子ども（小学生以下）700円当日券/大人（中学生以上）1,000円、子ども

（小学生以下）800円※２歳以下は入場無料※上記料金には入場記念品を含

む。（有料入場者のみ/無料入場の方を除く）

（最終入場15：30）
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COLUMN 01

完成!
母の日や父の日にも
ピッタリの

ミニアルバムです!

手作りって楽しい♪毎日の生活がワクワクする
ハンドメイド作品をご紹介します！

【材料】
①12インチペーパー…1枚　②ゴム…30㎝ほど
③ブラッズ…2つ　④アイレット…2つ
⑤毛糸・茶系インク（あればで良い）

PROFILE
日高 澄子（ひだか すみこ）

国際スクラップブッキング協会
1級エグゼクティブインストラクター
日本ペーパーアート協会®工芸作業療法士
ブログ：「まこぱぐ」
（全国でも珍しい夫婦ブロガーやってます）
随時レッスン受付中！お問い合わせは
sorauta＠hotmail.comまで。

ペーパー1枚から作る
ミニバッグアルバム

ペーパー1枚から作れるのでとても簡単で覚えておくと便利です。
■作り方（インチ表記）

12インチペーパー
を左記の図のよう
にカット。
左側7インチ部分を
図のように上から
10cm・2.5cm、下か
ら5cm・2.5cm部分
に折り目を入れる。

1

折り目を入れたところを折りバッグ
型にする。

バッグの下になる部分Aを図
のようにカットする。Aは後で
使うので、なるべくキレイに
カットしてね。

底になる部分に2カ所穴を
開けてアイレットを付ける。

▼

アイレットを付けた部分にゴムを
通し、中でボンドを使って貼り付
け先程のＡを上から貼り付ける。

蓋になる部分に穴を開けてブ
ラッズを通しゴムを引っ掛ける。

毛糸を使って持ち手を作る。

中に写真を貼った
りデコって出来上
がり。

7

▼

▼

Ａ

先程カットしたＡ

貼った様子

ペーパーの縁に茶系インクを付ける
と作品自体に深みが出て一層キレイ
に仕上がりますよ♪

4

あとで使います!

2 3

6

9

5

開くとこんな
感じです♪

残っている□のペーパーをじゃばら折り
にしてバッグの中に貼りつける。

2

8



赤と緑が色賑やかパスタだよ

ホウレンソウとトマトソースのペンネ

◎材料（2名分）
●ペンネ 150g
●冷凍ほうれん草（生でもＯＫ） 100g
●完熟ホールトマト(400g缶) 1/2缶
●ベーコン 100g
●玉ねぎ(みじん切り) 1/2個分
●生クリーム　大さじ6
●粉チーズ　大さじ3
●オリーブオイル　大さじ3
●塩　少々

①ほうれん草は長さ１cmに切り、
ベーコンは細かく刻む。
②フライパンにオリーブオイル大さじ3と
玉ねぎを入れて炒め、しんなりしたら
ベーコンを加えて炒める。
③ベーコンから脂が出たらほうれん草を
入れてフタをし、30秒ほど蒸し煮する。
④ホールトマトをつぶしながら加え、
生クリームと粉チーズを加えてまぜる。
⑤ソースの味をみて塩と
オリーブオイルで味を整える。
⑥ゆで上げたペンネを加えて
全体を和えて器に盛りつける。

RECIPE
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BOOKS

王家の紋章 63巻
細川 智栄子 あんど芙～みん斉木楠雄のΨ難

邦画ドラマ●’17年・日 ●監督／福田雄一 ●出演／山崎賢人、
橋本環奈、新井浩文、吉沢亮 ほか ●ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

●著者／細川 智栄子 あんど芙～みん ●出版社／秋
田書店

MOMOIRO CLOVER Z 
BEST ALBUM 「桃も十、番茶も出花」
ももいろクローバーＺ

1976年から40年以上も続く大河連載で、3000

年の時空を超え、愛を誓い合ったメンフィスとキャロ

ルの物語の63巻。新都の工事現場を視察してい

たキャロルの目の前で大事故が起きてしまった。さら

に、時を置かずメンフィスが兵とともにアトバラ川で

行方不明になったとの報せも届く。混乱する王宮で

キャロルは…!?

2018年5月23日リリースの10周年記念ベスト・

アルバム。メジャー・デビュー曲『行くぜっ！怪盗少

女』をはじめ『猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限

の愛」』『サラバ、愛しき悲しみたちよ』など歴代シ

ングル作品やアルバムの表題曲のほか、10周年

記念の新曲を収録。“ももクロ”の歴史が凝縮さ

れている。

とてつもない超能力を持ちながらその力を隠して普

通の生活を望む高校生の斉木楠雄に次 と々降りか

かる災難を描く。毎年恒例の一大イベント、文化祭。

その日を無事にやり過ごしたいだけの斉木に、災難

がふりかかりまくる。斉木はこの災難を乗り越えるこ

とが出来るのか？監督は「勇者ヨシヒコ」シリーズを

手掛けた福田雄一。

●アーティスト名／ももいろクローバーZ ●メーカー／キングレ
コード

中津小幡記念図書館の司書さんおすすめ 「いま読みたい本はコレ!」

おすすめ本
タイトル

一
般
書

児
童
書

著者（出版社）

大分県の山

規格外

家事の得ワザ

デートクレンジング

泣きかたをわすれていた

藤田 晴一／著（山と溪谷社）

篠原 信一／著（幻冬舎）

得する人損する人／編（マガジンハウス）

柚木 麻子／著（祥伝社）

落合 恵子／著（河出書房新社）

失敗図鑑

スターライト号でアドリア海へ

水色の不思議

弾きがえる

おにいちゃんさんかんび

mugny／絵（いろは出版）

山下 明生／作（理論社）

斉藤 洋／作（静山社）

久留島 武彦／作（子どもの未来社）

くすのき しげのり／作（光村教育図書）

人気の本（予約の多い本）
タイトル 著者（出版社）

おらおらでひとりいぐも

魔力の胎動

かがみの孤城

若竹 千佐子／著（河出書房新社）

東野 圭吾／著（KADOKAWA）

辻村 深月／著（ポプラ社）

平成30年4月20日現在

RENTAL FREE編集部がピックアップ！TSUTAYAの新作レンタル情報

5/2（水） 好評レンタル中 DVD 5/23（水） レンタル開始 COMICS 6/9（土） レンタル開始 CD

オススメ!

オススメの一冊!

NOW ON WATCH

吉野 源三郎：原作／マガジンハウス

漫画 君たちはどう生きるか

中学2年生のコペル君が、いろいろな出会いや考えたことを

通して「人間としてのあるべき姿」を求めていく物語です。

子どもに向けた哲学書として書かれた本ですが、漫画で読み

やすくなっています。原作を読んだことがある人も、まだ読ん

だことがない人にも、ぜひ読んでほしい一冊です。

児童書

一般書

辻村 深月：著／ポプラ社

かがみの孤城

学校で居場所をなくし、部屋に閉じこもっ

ていた中学一年生のこころ。彼女の目の

前で鏡が光りはじめ、くぐり抜けた先に

は似た境遇の7人が集められていた―。生

き辛さを感じている全ての人へ贈る物語。

2018年本屋大賞受賞作です。
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勤務地／ローム・アポロ㈱行橋工場店（稲童畠ヶ田837-1）
職　種／①栄養士 ②調理補助
内　容／平日120食・土日祝30食の社員食堂で
　　　　①献立作成・発注・売り出し
　　　　②盛付・配膳・食器洗浄・若干の調理業務あり
給　与／①時給1100円 ②時給900円
時　間／①9：00～14：00（休憩45分）
　　　　②9：00～14：00
　　　　※週5日勤務（出勤・休日は相談OK！）
休　日／工場カレンダーに順ずる（長期休暇あり）
資　格／①栄養士免許 ②未経験OK
待　遇／交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
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。
　　　　【A1926300900】
事　業／コントラクト・レストラン事業
★詳細は面接時にどうぞ！！

お昼のみの営業です。 社員食堂のオシゴト！！パ

東京都中央区築地5-5-12 浜離宮建設プラザ4F・5F

西洋フード・コンパスグループ株式会社
　 0120-563-537（アルバイト応募受付センター／受付10：00～19：00）

JOB GUIDE

内　容／電話対応（TOTO製品の修理受付）
　　　　顧客からの電話問合せに対する一次対応。
　　　　お客様データ等のパソコン入力業務
　　　　※1ヶ月ごとの期間契約になります。（原則更新）
　　　　※業務実績により「正社員登用」の機会あり
　　　　※勤務時間・休み希望相談 可能
勤務地／本社 福岡県築上郡吉富町大字別府620-1
時　間／週休2日制（日曜、その他曜日はシフト）
　　　　（フルタイム）8：30～17：30（1日8時間、休憩1時間）
　　　　（パートタイム）8：30～17：30の間で1日5時間以上
　　　　※勤務時間・休日についてはお気軽にご相談下さい。
　　　　※残業ほとんど無し
給　与／本社 時給850円～、月給136,000円～
　　　　※試用期間有り 時給820円
資　格／学歴不問 《こんな方にピッタリ》 ◆未経験者 ◆明るく元気な方
           【必要スキル】
　　　　パソコン操作（キーボード・マウスを使った基本操作ができること）
　　　　先輩がしっかりサポートしますので安心してください。
応　募／下部応募フォームにて『履歴書（写貼）』『職務経歴書』を添付の上、
           送信してください。
選　考／書類選考→面接→採用
待　遇／マイカー通勤可、通勤手当 実費（上限10,000円）
　　　　昇給あり、労働保険（雇用・労災）

住宅設備の受付スタッフ募集！ 未経験の方も大丈夫！ 研修制度がしっかりしていますので、安心してご応募ください。正 パ

昭和60年に創業した老舗の会社です。
全国に13店舗営業所があり、業績も順調に伸びています！

福岡県築上郡吉富町大字別府620-1

ナカソネ住設株式会社
　　0120-76-0339（担当／川口）

応募はこちらから

職　種／パート・アルバイト
給　与／時給880円～（フォークリフト免許をお持ちの方は＋50円）
内　容／レジ、接客販売、商品管理等の店舗作業
時　間／12：00～20：00
　　　　※上記時間内でシフト制。シフトはお気軽にご相談ください。
　　　　※時間・日数は応相談。週2日～、1日3時間～OK!
休　日／月9日以上（土・日・祝日応相談）
待　遇／社会保険完備、有給休暇、従業員割引、制服貸与
応　募／事前に電話連絡の上、履歴書（貼付）を持参ください。

★経験・資格は問いません！ なじみのホームセンターナフコで一緒に
　働きましょう♪販売未経験者でも先輩が丁寧に教えます！
★男性スタッフ活躍中！学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん歓迎！

豊前市今市120-1

ナフコ フレスポ豊前店
☎0979-84-1191（担当／山口・鈴木）

ナフコ フレスポ豊前店、スタッフ大募集！ア パ



職　種／自動車用ヘッドランプ及びテールランプの製造
内　容／プラスチック部品の成形作業、プラスチック部品の塗装～検査作業
　　　　プラスチック部品の蒸着～検査作業、各種ランプの組立・
　　　　検査・出荷作業など
　　　　成形技術者、金型メンテナンス技術者、品質管理スタッフ、
　　　　生産管理スタッフ
勤　務／中津市三光森山工業団地内
給　与／月給180,000円～250,000円（諸手当含む）
時　間／8：00～17：30・20：30～5：30※2交替勤務（残業あり）
休　日／週休2日制（GW/お盆/年末年始に連休あり）
　　　　年次有給休暇、リフレッシュ休暇
待　遇／賞与年2回、各種保険完備、通勤手当、退職金制度、制服貸与
応　募／まずは履歴書を下記住所まで郵送ください。
　　　　書類選考後、面接日時をご連絡いたします。

★男女スタッフ活躍中！ 転職希望の方大歓迎です。
★冷暖房完備のクリーンで快適な職場です。

工場拡張により社員大募集！正

中津市三光森山321番地4

九州市光工業株式会社
☎0979-43-6531（担当／久部（くぶ））

職　種／①ピッキング作業員（契約社員）
　　　　②自動車部品検査員（パート）
内　容／①自動車部品の出荷準備に伴う作業全般。
　　　　　フォークリフトを仕様しての荷物の受入・検品作業等。
　　　　　まれに社用車を使用しての荷物の運搬もあります。
　　　　②自動車部品の検査業務全般。 プラスチック部品の目視検査。
給　与／①月給 180,000円
           ②時給 800円～850円（自動車部品関係の仕事経験者は優遇）
時　間／①8：30～17：00
　　　　②9：00～15：00、9：00～16：00
休　日／土日完全週休二日制。祝祭日は出勤（社内カレンダーによる）
　　　　GW・お盆・年末年始長期休暇有り
待　遇／賞与年2回、交通費支給（規定有り）、条件を満たせば各種保険加入
　　　　車通勤可、無料駐車場有り、制服貸与
資　格／①フォークリフト、普通自動車免許
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
　　　　履歴書持参のうえ、随時面接を行います。

★自動車部品、合成樹脂製品をプロデュースデする専門メーカー。
★幅広い年齢層の社員が活躍中！未経験でも大歓迎！優しく指導いたします。

自動車部品製造スタッフ大募集！契 パ

中津市大字上野字飛永839

日清化工株式会社 九州事業所
☎0978-25-9630（担当／矢野）NISSIN

勤務地／大分中津営業所（中津市田尻崎3-1）
職　種／①乗務員（正）大型車両にて定期ルートの集配業務
　　　　②総合職（正）倉庫在庫・運行管理、顧客調整や交渉
　　　　③作業員（正）リフトにて製品の運搬、仕分け作業
　　　　④作業員（パ）自動車部品の加工組付・軽作業　
給　与／①月給制 270,000円～320,000円（諸手当含む）
           ②月給制 220,000円～250,000円（諸手当含む）
           ③月給制 220,000円～240,000円（諸手当含む）
           ④8：00～17：00の中で4H～7.5H（要相談）
時　間／①③5：00～14：00、17：00～3：00（残業あり）
　　　　②8：00～17：00（残業あり）
           ④8：00～17：00、20：00～5：00
待　遇／賞与年2回、昇給年1回、通勤・住宅・家族手当あり
           雇用・労災・健康・厚生・退職金制度あります。
年　齢／18歳以上
休　日／正社員：基本土日休み（客先都合で土曜日出勤あり）
           パート：週休2日制（土日）
           GW・夏季・年末年始に長期連休あり
★教育研修制度・免許取得補助あり
★子育て支援・育児休暇制度あり

業務拡大につき、正社員募集！正 パ

愛知県安城市三河安城町1-4-4
☎0120-92-9210（担当／めんじょう）
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JOB GUIDE

職　種／①サービススタッフ（フルタイム）
　　　　②サービススタッフ（パートタイム）
内　容／式場内での案内・湯茶接待・料理の配膳・下膳、
　　　　飲み物オーダー受付・片付け・会場準備・
　　　　清掃等の葬祭会館でのアシスタント業務全般。
給　与／①月給135,000～155,000円
　　　　②時給800～900円
時　間／①8:30～17:00
　　　　②9:00～15:00、9:00～17:00、17:00～21:00 
　　　　※土日のみ、曜日限定、短時間でもOK
勤務地／中津紫雲閣、中津池永紫雲閣
　　　　※豊前市、宇佐市の方でもお近くの
           紫雲閣での勤務が可能です。
休　日／週休2日制
待　遇／各種保険完備
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
★女性スタッフも活躍中！時間など応相談。

サービススタッフ募集！ シニア世代の方、子育て世代の奥様も大歓迎！パ

中津市上宮永3

中津紫雲閣
☎0979-23-4444（担当／麻生）



職　種／ホールスタッフ及び調理補助
給　与／平日時給800円(1ヵ月間研修あり)
           土日祝日昼:50円アップ   土日祝日夜100円アップ
           ※交通費1日100円
時　間／①11時～20時30分（7時間程度、180分休憩有、美味しい賄い付き）
　　　　②17時30～21時00分（3.5時間程度）
　　　　※平日夜、土日祝日昼、夜働ける方大歓迎！ 時間相談応じます。
応　募／まずはお気軽にご連絡ください。
★働きやすく、アットホームな職場を目指しています。 
★先輩スタッフが優しく教えてくれます。
　私たちと一緒に働きませんか？ご連絡お待ちしています。

ホールスタッフ及び調理補助 スタッフ大募集！ア

中津市三光土田199

Pasta＆Pizza 501
☎0979-43-6700（担当／松木）

内　容／現場作業員
給　与／時給900円～（日払い）
時　間／9：00～18：00
勤務地／宇佐市、他
休　日／日・祝
待　遇／日払い制度
応　募／まずは電話連絡の上、
　　　　履歴書（写真添付）をご持参下さい。

現場作業員募集！ア

宇佐市大字佐野1446

KSM ケイエスエム
　　0120-601-002（担当者まで）
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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

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・食品出し・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）………………時給  830円
　　　　④沖代店（夜間レジ）…………………時給  870円
　　　　⑤豊前店（夜間責任者）………………時給1,000円
　　　　⑥惣菜工場……………………………時給  830円
　　　　⑦本部事務員…………………………時給  830円
時　間／①②③8：30～5時間・8時間程度、13：00～5時間程度
　　　　④⑤17：00～21：00又は22：00まで ⑥6：00～11：00、6：00～15：00
           ⑦8：30～13：30、日曜休み（週休2日） ※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
本　部 ☎0979-24-5339

豊前店 ☎0979-82-3378 青豊店 ☎0979-62-9220

職　種／ホールスタッフ
勤　務／シフト制
　　　　火曜日～土曜日の間で3日位
給　与／時給800円～
時　間／18:00～22:00
応　募／電話連絡の上、
　　　　履歴書ご持参ください。

★学生さん、主婦の方でもOK
★未経験者も大歓迎！

パート・アルバイト募集！パ ア

中津市日ノ出町2-363

おでん屋 望千庵
☎0979-22-2185（担当／井上）

内　容／未経験者歓迎、経験者優遇。 正社員・アルバイト・パート各種スタッフ
給　与／①パート・アルバイト 時給850円～1,000円（高校生800円）
           　22時以降は時給25%UP（深夜手当） 昇給制度、評価制度 随時
　　　　②エリアマネージャー・チーフ 月給300,000円～450,000円
　　　　③店長・料理長 月給250,000円～350,000円
　　　　④サブマネージャー・副料理長 月給230,000円～270,000円
　　　　⑤一般正社員 月給200,000円～250,000円
　　　　※社会保険完備
時　間／（沖代）10：00～翌1：00 （宮島）15：00～翌3：00の間のシフト制
　　　　アルバイ・パート時間帯応相談。1日3時間～シフトを選べます。
　　　　短期アルバイト、Wワーク、週末のみ、深夜時間のみもOK!
           正社員は2交代、週休2日制。
待　遇／①食事補助、制服貸与、正社員登用制度あり、車・バイク通勤可。
　　　　②③④⑤昇給あり、賞与制度、各種保険完備、役職手当あり
　　　　社員旅行（年1回）、独立支援、有給休暇
応　募／まずはお気軽にご連絡ください。

2店舗同時募集！ 好きな時間帯を選べて働ける！正 ア パ

中津市沖代町1丁目2-16

炭火焼肉 韓国苑 中津沖代店
☎0979-64-8822（10時以降）

中津市宮島町16

炭火焼肉 韓国苑 中津宮島店
☎0979-22-0111（15時以降）

職　種／清掃から便利屋、各種作業、営業、管理全般
資　格／正社員でも1日2時間くらいの
　　　　短時間でOK! 経験者優遇。
給　与／時給850円～
　　　　月給200,000円～
時　間／8:00～17:00（実働2時間でもOK）
休　日／日曜ほか週1日、当社規定による
待　遇／社会保険、厚生年金、雇用保険、
　　　　労災、交通費支給
応　募／履歴書あれば即ご連絡ください。
★Ｗワーク・日払いも可能です。

若くて元気な方なら大歓迎！ パートから幹部候補まで。正 パ

中津市豊田町4-7 当社ビル2F

株式会社 プロメンテ九州
☎0979-53-9199（担当／湯口）
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Special Present
おかげさまでフリーマガジンFREEは、このたび創刊3周年を迎えることが出来ました。

これも偏に読者の皆様や広告・協賛スポンサー様のおかげと心より感謝申し上げます。

これを機に益々、地域の皆様のお役に立てるよう頑張って参りますので

今後共ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

つきまして協賛スポンサー様のご厚意により、3周年記念プレゼントを30点‼

ご用意致しましたので、是非ご応募ください。お待ちしています！

FREE 3rd Anniversary

06
3名様

祐貴や（ゆうきや）
ばあばのかしわめし
 & ばあばのもろみみそセット

宇佐の「祐貴や」にて一つ一つ丁寧に作られているかしわめし

の素は、炊いたご飯に混ぜるだけという手軽さ。昔ながらのお

ばあちゃんの味を引き継いできたかしわ飯の素は揚げや鶏肉

にしっかり染み込み子供にも人気です。●宇佐市法鏡寺

188-1☎0978-32-4744 ●営／11：00～14：30・17：00
～20：30 ●休／不定休（事前にお電話を）
※FREE編集部まで受け取りに来られる方に限ります。

01 別府ラクテンチ
ペア入園券

89年以上の歴史を誇り三世代に渡り愛され続ける別府

の老舗遊園地『ラクテンチ』。園内へはケーブルカーに

乗って入ることができます。動物・乗り物・温泉と、家族で

一日中楽しめます。有効期限：2018/11/30●別府市

流川通り18丁目☎0977-22-1301※営業時間・休園日

はHPをご確認下さい → www.rakutenchi.jp/

ペア5組
10名様

有効期限 2018/11/30 02 ハーモニーランド
『パスポートペアチケット』
（入園+アトラクション）
有効期限 2018/9/30

4月にオープンした新アトラクション「サン

リオキャラクターヒルズ」は大人気！人気

キャラクターたちの世界を楽しもう！詳細は

公式サイトをチェック！☎0977-73-1111

ペア5組
10名様

©'76,'96,'01,'13',16,'18 SANRIO

詳しくは

05 プラレール博inKITAKYUSHU
無料入場券

ようこそ ！ 夢のテーマパークへ ！ ！ プラレールのなかま

たちといっぱい遊べる夢のテーマパークが登場！アトラク

ションやプラレールマーケットではイベント開催を記念し

た商品など盛りだくさん。●西日本総合展示場 本館 大

展示場　福岡県北九州市小倉北区浅野3-7-1

☎070-5022-9570

ペア2組
4名様

03 到津の森公園
オリジナルグッズ詰め合わせ

到津の森公園オリジナルのクリアファイル・ボールペ

ン・レターセット・ステッカー・オリジナルバッグをセット

にしてプレゼント！●北九州市小倉北区上到津4-1-8☎

093-651-1895●営／9:00～17:00●休／毎週火

曜日
※FREE編集部まで受け取りに来られる方に限ります。

５点セット
10名様

04 乗馬クラブクレイン湯布院
乗馬試乗会チケット

何か始めたい…そんな方に、乗馬はいかがですか。馬と

触れ合いながら、全身の筋肉を動かす乗馬は、とても健

康的です。初めての方も気軽に楽しめるスポーツを是非

この機会に体験してみて下さい。●由布市湯布院塚原

1240-25☎0977-85-3400●営／平日・祝日10：00

～18：00 水17：00まで 土日祝8：30～●休／火曜日

5名様

お食事券・商品券に関してはおつりはでません。ご了承ください。
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ペア2組
4名様

10 VISION CAFE
ランチお食事券

いつもご利用いただいている客様に感謝の気持ちを込

めて、季節の食材や地元野菜など素材にこだわった手作

りのランチをぜひご賞味ください。●中津市京町

1443-1☎0979-53-7775 ●営／火～金曜日12：00

～20：00・土曜日10：00～18：00・ランチはいずれも

11：30～15：00 ●休／日・月曜日

3名様

11 Faveur（ファブール）
お食事券1,000円分

3月下旬よりメニューがリニューアルした「ファブール」。ラン

チ、デザートがますます充実。ディナー営業は平日祝日問わ

ず完全予約制となります。お気軽にご連絡下さい。●中津市

中央町1-7-21☎0979-77-5599 ●営／日～土曜

11:00～18:00（L.O.17:30）・ディナーは要予約で
22:00まで（L.O.21:30） ●休／不定休

3名様

09 胡座（あぐら）イタリアン
ギフトチケット2,000円分

ランチ、ディナーで使用可能なギフトチケットをご提供させ

ていただきます。新鮮なロブスターとむなかた牛、そして行

橋野菜のイタリア料理でお客様をお迎えします。●行橋市

北泉4-39-1☎0930-55-6627●営／ランチ 11:30～

15:00（L.O 14:30）・ディナー 18:00～22:00（L.O 

21:00）※土日祝は17:00～●休／無休

3名様

08 168kitchen
お食事券1,000円分

福沢通りから中津城方面に進むと突如現れるお洒落なお

店の168kitchen。インパクト大でインスタ映えなハン

バーガー。特注のバンズとビーフ100%のパティが

Good!もちろん味もGood! !●中津市島田578 -3☎

0979-64-7557●営／11：00～15：00・ディナーは
予約のみ ●休／火曜日

12 メルシーメニューde食育キャンペーン
引換券２枚でプレゼント

期間中に美味しいヘルシーメニューを食べて、プレゼント

をもらおう！●場所:京築地域の｢ふくおか食

の健康サポート店 参加店舗のみ｣●期日:6

月13日～23日(各店舗の営業時間内)●

問:福岡県京築保健福祉環境事務所 健康

増進課健康増進係 ☎0930-23-2690

写真はキッチンガーデンコルさんのトマトフォンデュ

QRは6月1日～
確認できます。
詳しくは

15 パンヤヨナガ
1,000円分商品券

自然素材で作られたハード系のパンがズラリと並ぶ人気

店。人気のリュスティックや、ベーグルなど種類も豊富で

す。店長自慢のクロワッサンもおすすめです！●豊前市皆

川576-2☎0979-64-7678●営／10:00～18:00●

休／日・月曜日

3名様

13 橋本茶舗
お食事券1,000円分

幅広い年齢層のお客様に愛されている『橋本茶舗』。ご

家庭で飲まれるお茶から贈答品まで取り揃えています。

カフェも併設しているので、手作りピザやお菓子セットも

楽しめます。煎れたてのお茶とどうぞ。●中津市大貞

366-38☎0979-32-2307●営／10:00～18:00●

休／日曜日

3名様

3名様

07 ハワイアンカフェ グランエスタード
お食事券1,000円分

フワとろ食感のパンケーキは一度食べるとヤミツキに♪

ハワイアンスタイルの店内に入ればワクワク感が止まらな

い。自分好みのパンケーキを見つけてみては？オーダーが

入り次第焼き上げるので少々お時間頂きます。●中津市

中殿町３丁目23-7☎0979-62-9411●営／11：00～
22：00●休／木曜日

3名様

14 Pasta&Pizza 501
お食事券1,000円分

リニューアルオープンして、さらに大人気店へ。シェフが

こだわって選んだ食材で作られたメニューは絶品です。

サラダ用ドレッシングも引き続き販売中です。●中津市三

光土田199☎0979-43-6700●営／昼11：30～14：

30（O.S） 夜17：30～20：30（O.S）●休／木曜日

お食事券・商品券に関してはおつりはでません。ご了承ください。



お食事券・商品券に関してはおつりはでません。ご了承ください。

3名様

24 彩鶏々
骨なしからあげ1,000円分

ルートイン中津の前にお店があり、出張で来た会社員の

方々が必ず買って帰るというオススメ唐揚げを味わって

下さい。仕入れからオーナー自ら行い、味をブレさせず徹

底してこだわり抜いた本物の中津からあげです。●中津

市中殿町485-1☎0979-24-0073 ●営／11：00～

20：00（L.O19:50） ●休／月曜日

19
5名様

よーちゃんラーメン
ギョーザ食事券

Yahooショッピング・楽天の人気商品で全国1位にラン

キング!!味の匠の手造りギョーザをぜひ当店にてご賞味

ください。店主からのお願いは手造りの美味しさを味わっ

て頂きたいので、最初だけでもタレなしでご賞味を。●宇

佐市上田1053☎0978-33-0422 ●営／11：00～
20：30 ●休／木曜日

3名様

23 チキンハウス 中津本店
骨なし唐揚げお食事券1,000円分

他とは一味違うチキンハウスのからあげ。衣はパリッと香

ばしく、噛めば中から肉汁が溢れてきます。一口食べれば

病み付きになること間違いなし！ ぜひ一度ご賞味くださ

い。 ●中津市中央町2-7-61☎0979-22-6266 ●営
／11：00～15：00（お持ち帰り10：00～19：30） ●休

／水曜日

3名様

20 東京らーめん食堂
お食事券500円分

県北では珍しい醤油、味噌、塩らーめんを主体としたらーめん

屋です。一番人気は白髪ネギにニンニク、鷹の爪がアクセン

トのピリ辛「ネギらーめん」です。茹でたワンタン風「特製ネギ

餃子」も人気です。ご賞味下さい。●中津市上如水1853☎

0979-32-1688 ●営／11:00～15:00（O.S14:50）・
17:00～21:00（O.S20:50） ●休／水曜日

10名様

16 魔法の樹
商品券1,000円分

「良質な素材のみを使用し、本当に美味しいものだけを提

供する」をモットーとしたパン・ケーキの名店「魔法の樹」

より店内全商品で使える商品券1000円分をプレゼント！

●本店 中津市大貞３５４-４☎0979-32-5636・福沢通

り店 中津市島田771-1☎0979-22-5000 ●営／本店 

7：00～20：00・福沢通り店 9:00～20:00●休／無休

21
5名様

からあげの鳥しん
からあげ券1,000円分

からあげの聖地 で生まれ育ったオーナーがこだわりを持って歳

月を掛けて完成させた極上醤油ダレ。地元のお客様をはじめ全

国のからあげファンにも認めて頂けるようになり各種の賞を受

賞させて頂けるようになりました。是非ご賞味ください。●中津

市宮夫218-1☎0979-23-5232●営／11:00～20：00（日
曜10：00～19：00）●休／月曜日（祝日の場合は翌日休み）

3名様

17 レストハウス洞門-LuxeGarden-
お食事券1,000円分

「耶馬溪」のきれいな水や空気で育った野菜、米、家畜など、良

質な素材を深層地下還元水「禅海水」で全て調理している贅

沢さ。お客様のご希望の場所へ美しい食と楽しい空間をお届

けする「Home Party」にも利用可能です。●中津市本耶馬

渓町曽木1848-1☎0979-52-2432●営／10:00～17:00

（レストラン11:00～16:00 O.S）●休／火曜日12/31、1/1

18 翔天食堂
お食事券1,000円分

オープンして半年たち、大人気店に成長しました。昼の定

食、夜のおつまみなど、色々なメニューが豊富で、お客様

に愛されるお店です。まだ、行かれてない方は是非この

機会にどうぞ。●中津市大貞371-49松喜第二ビル1Ｆ

☎0979-32-2601●営／11：00～15：00 17：00～

21：00●休／不定休

3名様

3名様

22 からあげ 聖林・本店
からあげ1,000円分

昭和55年から続く、伝統の味と品質の聖林。高級国産材

料にこだわり、愛情込めて作り出し「化学調味料の味付

けではない上質なからあげ」と、お子様からご年配の方ま

で大好評です。●築上郡上毛町大字吉岡61番地☎

0979-72-4575●営／10:00～19:30●休／火曜日

（祝日の場合は翌日）

ハリウッド

28



「FREE創刊3周年プレゼント企画」にご協力いただきました

協賛企業の皆さま、誠にありがとうございました。

①希望商品の番号　②住所・氏名・年齢・性別　③どこで「FREE」を入手したか　を明記の上

〒871-0162 中津市永添2636-24　株式会社ADP「FREE6月号プレゼント係」まで

ハガキにてご応募ください。

メールまたは右記のQRコードを読み取っても応募は可能です。

→メールの方 free.nakatsu@gmail.com

●応募締切／2017.6.10（日）必着
※応募はお1様1通、1アドレスまでとさせて頂きます。（複数応募の場合は無効）

応募方法

収集した個人情報は、厳正な管理の下取扱いいたします。収集した個人情報は第三者に開示することはありません。

お食事券・商品券に関してはおつりはでません。ご了承ください。

5名様

28 豊前屋 中津店
うどん食事券

豊前裏打会総帥の小倉南区津田新町にある津田屋官兵

衛の味を引き継ぐ豊前屋官兵衛は、麺は細麺コシがって

お出汁との相性抜群。ぜひ一度ご賞味ください。●中津

市中殿町3丁目1-1☎0979-64-6644 ●営／11：00

～15：00・17：00～21：00 ●休／無休

10名様

25 ふくろう。
お食事券1,000円分

カジュアルな空間の中、リーズナブルな価格で、本格的な

鉄板料理を中心に一品メニューまで楽しめます。仕事帰

りでも、ハシゴの2軒目でも利用しやすい人気店です。

●中津市宮夫240-5 ☎0979-64-6656 ●営／18：

00～LAST ●休／月曜日（祝祭日の場合は翌日）

1名様

29 ＨａｒＭｏｎＹ
5,000円分姓名統計学 診断

姓名統計学は、姓名判断に比べより一歩進んだ鑑定が可

能と云われています。3000年の歴史のある姓名統計学

は、由緒正しき鑑定です。仕事運、金運、家庭運、恋愛運、

人間関係を調べる事ができます。一度鑑定を受けてみま

せんか？ ●豊前市大字梶屋342-1☎0979-64-8250

●営／10:00～19:00●休／不定休

3名様

30 Green整骨院
初回産後矯正

この度、4月7日にオープンさせて頂きました。肩、腰痛、ス

ポーツ障害、事故治療、姿勢改善治療などさせて頂いてま

す。今回、皆様に知って頂く為に体験産後矯正致します。

キッズルームも有りますので気軽にお越し下さい。●宇佐

市辛島217-1☎0978-28-9030●営／9:00～12:00・

13：00～21：00●休／：水・日曜の午後（予約のみ対応）

5名様

26 春夏冬～あきない～本店
二階堂(20度)or黒霧島(20度)
キープボトルプレゼント

先月下旬よりオープンした「あきない 本店」最大収容数

100名様まで可能。人情味溢れる大衆居酒屋ですので

お気軽にお立ち寄り下さい。団体予約どしどし承り中！

●中津市日の出町2-374 -5 ☎0979-23-6470●営
／18:00～24:00 ●休／不定休

ペア5組
（5セット）
10名様

27 炭火焼肉 韓国苑 全店共通
お食事券3,000円分

韓国苑宮島店がリニューアル！今まで最大25名様の宴

会場が最大60名様に大幅UP！宮島店限定、宴会用特別

プラン「食べ放題+飲み放題」コースが5,000円(税込)。

深夜3時まで元気に営業中！●中津市大字島田57-4 ☎

0979-22-0111

29

あ き な い
since 2017

春夏冬

KENSHO GROUP AKINAI




