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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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ウォーターバレー
中津市鍋島779　☎0979-32-4158
◯営 11:30～21:00　◯休 水曜日　◯駐 有

男子からも女子からも愛される
夏の新作パフェ登場！

産業道路沿いにある『ウォーターバレー』。

カレーやランチ、スイーツなどが人気で、地

元はもちろん遠方からもたくさんのファン

が訪れる。そんなウォーターバレーより今

夏注目の新パフェが登場！缶詰のフルーツ

は一切使わず、季節物のフレッシュ果物を

ふんだんに使用し、色鮮やかに仕上げた逸

品。最近では男性の方もスイーツを求めて

来店するそう。フォトジェニックなこのパ

フェで、この夏は盛り上ること間違いなし！

国産の合い挽き肉の旨味がジュワッと
口の中に広がるハンバーガー

店内に入ればふんわり甘いパンの香りが漂い、ショーケー

スに焼きたての数十種類のパンがズラリと並ぶ。中でも一

番人気のハンバーガーは、豊後牛と国産豚の合い挽きを使

用し、ふっくら柔らかく仕上げた絶品のパテが人気の秘密。

デミグラス･テリヤキ味の2種

類がありどちらも甲乙つけが

たい“旨さ”を感じる。

ホルツ ・ベッカライ

築上郡吉富町広津419-3
☎0979-23-3643
◯営 10:30～17:30
　※商品が無くなり次第閉店
　（土曜日は13:30まで営業）
◯休 日曜日・祝日・年末年始　◯駐 有

いつめ笑顔で迎えてくれ
ゆったりできる空間

オープンと共に新聞片手にカウンターに座り、何も言わずと

も出されるコーヒー。そんな一連の流れを見れば常連客だ

と分かる。注文後、カウンター越しに見えるマスターの無駄

の無い手馴れた手さばき。オーナー自ら焙煎したアイスコー

ヒーは、苦味を強調した奥深い味。舌鼓しながら水槽を眺

め、1人でもゆっくりとし

た時間を楽しめる。

季節のパフェ ¥1,000（税込）季節のパフェ ¥1,000（税込）
ミニ    ¥700（税込）ミニ    ¥700（税込）

アイスコーヒー 
¥450（税込）

ハンバーガー
¥250（税込）

中津市中央町1-1-40
中央町ビル 1F
☎0979-24-8863
◯営 9:00～21:00
　（日曜日～17：00まで）
◯休 無休　◯駐 有

THI S MONTH ' S

SWEETS

THI S MONTH ' S

BREAD
THI S MONTH ' S

CAFE

HOLZ BACKEREI・・ クラフト

カフェとパンとスイーツと vol.3
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第3回なかつクラフトパーティー

今年も夏休みにスクラップブッキング体験ワークショップが中津市で開催されます。

認定講師による様々なワークショップが準備されているので、子どもから大人まで自分に

あったものづくりを楽しめます。当日は来場者プレゼントやワークショップを受講してくれた

方へ豪華なプレゼントもあります。対象年齢は幼児～OK。飲食ブースもあるのでご家族

揃って遊びに来ませんか？夏休みの工作の宿題にもなりそう ！

スクラップブッキングとは？
写真を楽しくレイアウトしておしゃれに残していくペーパークラフトの一種です。初心者の方でもハサミと
糊だけで簡単に始められるホビーなのでお子様から大人まで楽しむことができます。

［所］如水コミュニティーセンター（中津市合馬479-1）　
［料］入場は無料　※ワークショップ参加費 500円～（当日、各ブースでお支払下さい）
［後援］中津市教育委員会／国際スクラップブッキング協会

1978年生まれ。大分県宇佐市在住。6歳と5歳の娘を持つ。ママブロガーとしてスクラップブッキング
やグルメ情報・お出かけ情報などを発信。国際スクラップブッキング協会所属。2016年国際スクラッ
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取得。「毎月大分教室と宇佐教室を行っていま
す。講習申込はsorauta@hotmail.comまでご連絡ください。」
ブログ「まこぱぐ」　http://papamama777.biz/

なかつクラフトパーティー実行委員会　☎090-7399-3223（日高）

開催日／7月22日（日） 10：00～15：00  ※14：30から抽選会

NEWS & EVENT

日高 澄子（ひだかすみこ） プロフィール

DRUM TAO 2018 新作開幕 !
「時空旅行記」中津文化会館にて開催 ！

“劇団DRUM TAO”、日本の伝統芸術を、更に進化したエンターテイメントとして表

現。SAMURAI達が過去と現代を行き交う魂の旅にいざない、古からのメッセージが、

時を超えて現代に光を放つ。異次元の衣装は７年目となるコシノジュンコがデザイン、

TAOが繰り広げるパフォーマンスと大迫力の映像テクノロジーの融合。映画のような

展開は、あらゆる想像を覆す、最先端の「THE 日本エンターテイメント」

構成・演出：フランコドラオ   衣装デザイン：コシノジュンコ

［所］中津文化会館（中津市豊田町14番地38）
［料］全席指定 6,000円 ※税込※当日500円UP ※4歳児未満のご入場をお断り
いたします。

世界2６カ国・500都市・観客動員数８00万人。圧倒的な音表現を持つ「和太
鼓」そして、美しい旋律の篠笛・三味線・箏などを驚異のパフォーマンスで表現す
るDRUM TAOは、想像を完全に裏切る「最新の日本エンターテイメント」2016
年2月NYオフ・ブロードウェイでは、全６公演SOLD OUT！大成功を収め、
Newsweek誌が「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる！」と絶賛。2017年
9月より東京・品川「Club eX」にて、東京常設劇場へ向けた試験的な訪日外国

人向けナイトエンタメ「万華響」ロングラン開催。更に25年の集大成として、ユニバーサルミュージックよりメジャーデ
ビューを果たし、iTunesジャパン・ワールドアルバムランキング1位獲得！またiTunesシンガポール・総合アルバムランキン
グ1位、その他ドイツ、スペイン、フィリピンのiTunesワールドチャートでTOP3入りを果たす。大分県より「大分県文化功
労者 学術・文化振興」、竹田市より「文化創造賞」、政府より「第6回観光庁長官表彰」「地方自治法施行70周年記
念総務大臣表彰」受賞。現在「A組」「K組」「G組」の3班体制で年間400回の公演を行なっている。

TAO中津公演実行委員会　☎0979-26-0052（代）

開催日／9月8日（土）
　　　　9月9日（日）①開場／11：30　開演／12：00

②開場／15：30　開演／16：00

開場／18：30　開演／19：00

DRUM TAOプロフィール

一般発売／
取扱場所／

2018年6月16日（土）～ 10:00～
チケットぴあ（ぴあスポット・セブンイレブン各店）
 【Pコード：118-048】 ぴあ予約センター 
☎0570-02-9999
●ローソンチケット 【Lコード：84022】　
①ローソン電話予約番号 ☎0570-084-008
②web予約：http://1-tike.com/tao/
③ローソン・ミニストップ店内Loppi
●TAO中津公演実行委員会 ●中津文化会館
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2018年夏「新海誠展」巡回開催！

アニメーション監督・新海誠のデビュー１５周年を記念し、『新海誠展　―「ほしのこ

え」から「君の名は。」まで―』を開催します。新海誠の作品は“美しく壮大な世界ですれ

ちがう男女の物語”を描くことで人間の本質に迫ります。人と人が出会い、そしてすれち

がい、揺れ動く心模様を、完成度の高い物語に結晶させ、登場人物やその世界を鮮や

かに描き出す作品群は、世代や国境を超えて多くの人 を々引きつけています。

本展は貴重な制作資料である絵コンテや作画、設定資料や映像などの展示を通じて、

そうした新海誠の１５年の軌跡を振り返ります。そのほとんどの作業を1人で手掛けた商

業デビュー作「ほしのこえ」から、集団制作に挑み初長編作品にして毎日映画コンクー

ル・アニメーション映画賞を受賞した「雲のむこう、約束の場所」、単館上映ながら異例

のロングランとなり、今なお熱狂的に語り継がれる「秒速5センチメートル」、本格ジュブ

ナイルファンタジーに挑んだ「星を追う子ども」、デジタル時代の映像文学と言うべき

「言の葉の庭」、そして記録的な大ヒットとなった最新作「君の名は。」までを完全網羅

し、新海誠のアニメーション作品の魅力に迫ります。

北九州市漫画ミュージアム　☎093-512-5077

開催日／7月21日（土）～9月24日（月休）

明和電機ナンセンスマシーン展
in 大分

明和電機は土佐信道プロデュースによる芸術ユニットです。明和電機の大規模展覧

会「明和電機ナンセンスマシーン展」が、大分で開催されます。「魚器（NAKI）シリー

ズ」「ツクバシリーズ」「EDELWEISSシリース」「ボイスメカニクスシリーズ」などのアー

トから、オタマトーンなどの「おもちゃのできるまで」、明和電機のアイデアの源泉である

「スケッチライブラリー」、明和電機のアイテムが購入できる「明和電機ショップ」、そし

て会場に設置されたステージでは、明和電機のライブパフォーマンスと自動演奏も行

われます。新作をふくむおよそ150点の「ナンセンスマシーン」が一同に集まる展覧会、

ぜひご来場ください。

［所］大分市美術館（〒870-0835 大分市大字上野865番地）
［料］一般 ¥1,200　大学・高校生 ¥900 　中学生以下無料
［詳］http://www.city.oita.oita.jp/bunkasports/bunka/bijutsukan/index.html

1993年にアートユニット「明和電機」を結成。ユニット名は彼らの父親が過去に経営していた会社名からとったもの。青い作業服を着用し作品を「製品」、ライブを「製品デモンストレーション」と呼ぶなど、日本の高度経済
成長を支えた中小企業のスタイルで、さまざなナンセンスマシーンを開発。魚をモチーフにしたナンセンスマシーン「魚器（NAKI）シリーズ」、オリジナル楽器電動「ツクバ（TSUKUBA）シリーズ」、さまざまな声の機械「ボイ
スメカニクスシリーズ」を制作し、その製品のすばらしさをアピールしている。また、花をモチーフにした「EDELWEISSシリーズ」は、土佐信道の独立したプロジェクトとして展開している。プロモーション活動は既成の芸術の
枠にとらわれることなく多岐にわたり、国内だけではなくヨーロッパ、アジア、アメリカなど海外でも広く展開。展覧会やライブパフォーマンスはもちろんのこと、CDやビデオの制作、本の執筆、作品をおもちゃや電気製品に
落とし込んでの大量流通など、たえず新しい方法論を模索している。現在「ボイスメカニクスシリーズ」として開発された電子楽器オモチャ「オタマトーン」が大好評発売中。日本おもちゃ大賞2010、「ハイターゲットトイ部
門」にて「大賞」を受賞。2012年の春にはオタマトーンDX（デラックス）も発売。

大分市美術館　☎097-554-5800

開催日／7月7日（土）～9月24日（月・祝）

NEWS & EVENT

明和電機プロフィール

［所］北九州市漫画ミュージアム 企画展示室
（JR小倉駅新幹線口すぐ・「あるあるCity」５階）
［営］11:00～19:00
※入館は閉館の30分前まで※８月は20：00まで
［休］ 毎週火曜日　夏休み期間無休（7/21～8/31）
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COLUMN 01
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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／①9：00～15：00（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

勤務地／中津胃腸病院（中津市大字永添510番地）
職　種／①調理師 ②栄養士 ③調理補助
内　容／①食材の準備や調理、料理の盛付など
　　　　②献立作成・発注・売り出し
　　　　③盛付・配膳・食器洗浄・若干の調理業務あり
給　与／①②時給1071円 ③時給800円
　　　　※①②は社員登用有（試用期間３ヵ月は時給1,000円）
　　　　※登用後は月給18万円～20万円（経験による）
時　間／①5：30～14：30、10:30～19:30（休憩60分）
　　　　②5：30～14：30、9:00～18:00、10:30～19:30（休憩60分）
　　　　③8:30～12:00、8:30～15:00（休憩60分）
　　　　※週5日勤務
休　日／4週8休（シフト制）
資　格／①調理師免許 ②栄養士免許 ③未経験可
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。
　　　　【A1926300284】
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！！

経験者優遇！初心者歓迎!! その他相談OK♪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
　　　　※3人1組での仕事になりますので、安心して働ける環境です！
給　与／時給800円
           ※教育期間あり（10日ほど）
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 ※希望休の相談OK！
資　格／未経験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
　　　　★是非、お気軽にご応募下さい。

未経験OK！短時間勤務なので、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／接客係2～4名・調理係3～5名
給　与／①時給850円 ②時給1,063円
           ③時給1,050円
　　　　※全て日・祝日は時給50円UP!
　　　　※18歳以下は時給750円スタート
時　間／①10:00～22:00
　　　　②22:00～25:00
　　　　③11:00～14:00の間で2時間の
　　　　ミニパート
　　　　※上記時間帯で
　　　　　1日2～8時間の勤務

特　記／正社員月給22～35万円
　　　　（未経験可・研修有）
　　　　※交通費支給
　　　　（当社規定有）
★短期学生アルバイト・
　夏季短期アルバイトも
　同時募集中！

パート・アルバイト大募集！ 男女正社員も同時募集！

中津市豊田町3-12

麺勝 中津店
☎0979-23-8311（担当／店長）

アパ

職　種／接客係2～4名・調理係3～5名
給　与／①時給850円 ②時給1,063円
　　　　③時給1,050円
　　　　※全て日・祝日は時給50円UP!
　　　　※18歳以下は時給750円スタート
時　間／①10:00～22:00
　　　　②22:00～24:00
　　　　③11:00～14:00の間で2時間の
　　　　　ミニパート
　　　　※上記時間帯で
　　　　　1日2～8時間の勤務

特　記／正社員月給22～35万円
　　　　（未経験可・研修有）
　　　　※交通費支給
　　　　（当社規定有）

★男女正社員・夏季短期アルバイト
　も同時募集中！

パート・アルバイト大募集！

豊後高田市高田2290-3

うちだ屋 豊後高田店
☎0978-24-0551（担当／店長）

アパ
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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））

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・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
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
           ※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

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

内　容／カジュアルファッション、
　　　　雑貨の接客販売
給　与／時給900円(昇給制度あり)
時　間／9:30～21:30の中でシフト制
        　①9:30～16:00 ②9:30～18:30
        　③12:30～21:30 ④18:00～21:30など
        　面接時にご相談ください。
待　遇／交通費支給あり(当社規定)
        　従業員割引制度あり
応　募／お気軽にお電話ください。
        　後日面接時に履歴書をご持参頂きます。

中津市三光佐和1032 イオンモール三光 2F

ノーティードッグ イオンモール三光店
☎0979-41-2463（担当／二宮）

パート・アルバイト大募集！ 接客が好きな方歓迎！ アパ

職　種／業務全般、ホールスタッフ
給　与／時給800円～
時　間／17：00～21：00
休　日／第2月曜・火曜
特　記／高校生応相談

★接客が好き！人と接するのが好き！
   笑顔が素敵な方、
　週末出勤可能な方大歓迎！

中津市上宮永146-1

とんかつ＆カレーの店
キャロット
☎0979-24-3977（担当／黒田）

とんかつ＆カレーの店『キャロット』ホールスタッフ募集!アパ
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JOB GUIDE

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

●美味しいランチ・スイーツなどのお店や、新店舗・公園・
　イベント情報の取材や配布をするお仕事です。
●給与／相談の上優遇
●時間／好きな時間で働けます
●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
取材・配布スタッフ募集！
（空いた時間で出来るお仕事です）

株式会社 ADP
〒871-0162 中津市永添2636-24
TEL 0979-25-2005  FAX 0979-25-2006
Email：nakatsu.adp@gmail.com

●仕事内容／フリーマガジンFREEの広告やチラシ・パンフレット
　　　　　　名刺・封筒などの印刷物の営業です。
●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
●応　　募／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。　
  
　　　　　

明るく、元気な方大歓迎！
営業スタッフ募集！
（パートさん）

GRAPHIC DESIGN&
PRINT,SIGN,WEB

Alliance Design Partners
ADP inc.
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Special Present
FREE 3rd Anniversary

01 別府ラクテンチ
ペア入園券 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）

03 到津の森公園
オリジナルグッズ
詰め合わせ

04 乗馬クラブ
クレイン湯布院
乗馬試乗会チケット

05 プラレール博
in KITAKYUSHU
無料入場券

06 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

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

08 168kitchen
お食事券1,000円分 09 胡座（あぐら）

イタリアンギフト
チケット2,000円分

10 VISION CAFE
ランチお食事券

11 Faveur（ファブール）
お食事券1,000円分 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!

13 橋本茶舗
お食事券1,000円分 14 Pasta&Pizza 501

お食事券1,000円分 15 パンヤヨナガ
1,000円分商品券

16 魔法の樹
商品券1,000円分 17 レストハウス洞門

～LuxeGarden～
お食事券1,000円分

18 翔天食堂
お食事券1,000円分 19 よーちゃんラーメン

ギョーザ食事券 20 東京らーめん食堂
お食事券500円分

21 からあげの鳥しん
からあげ券1,000円分 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

24 彩鶏々
骨なしからあげ
1,000円分

25 ふくろう。
お食事券1,000円分

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

27 炭火焼肉 韓国苑
全店共通 お食事券
3,000円分

28 豊前屋 中津店
うどん食事券 29 ＨａｒＭｏｎＹ

5,000円分姓名
統計学 診断

30 Green整骨院
初回産後矯正

FREE創刊3周年プレゼント企画にたくさんのご応募いただき誠にありがとうございます。
厳選な抽選の結果、下記の140名様が当選いたしました。プレゼントを発送いたしますので、お楽しみに！

今回残念ながらハズれた方、またのご応募をお待ちしております。

●豊後高田市 H.Mさん（48歳）
●宇佐市 H.Aさん（59歳）
●宇佐市 K.Sさん（61歳）
●宇佐市 K.Mさん（30歳）
●中津市 K.Mさん（44歳）

●豊後高田市 A.Yさん（32歳）
●中津市 O.Rさん（31歳）
●中津市 N.Kさん（29歳）
●吉富町 N.Mさん（41歳）
●宇佐市 I.Kさん（34歳）

●上毛町 N.Kさん（23歳）
●苅田町 T.Yさん（40歳）
●宇佐市 S.Aさん（38歳）
●宇佐市 N.Hさん（42歳）
●中津市 K.Yさん（45歳）

●北九州市 N.Sさん（32歳）
●中津市 M.Hさん（40歳）

●中津市 K.Kさん（57歳）
●中津市 F.Mさん（48歳）
●宇佐市 Y.Yさん（52歳）
●行橋市 C.Hさん（48歳）
●中津市 T.Mさん（32歳）
●中津市 A.Sさん（46歳）
●苅田市 T.Mさん（41歳）
●行橋市 D.Kさん（35歳）
●吉富町 N.Tさん（34歳）
●中津市 S.Mさん（45歳）

●中津市 K.Yさん（60歳）
●中津市 N.Mさん（64歳）
●日出町 Y.Aさん（32歳）

●中津市 U.Yさん（48歳）
●中津市 T.Mさん（59歳）
●中津市 S.Aさん（35歳）

●行橋市 N.Tさん（42歳）
●苅田町 N.Hさん（43歳）
●中津市 S.Aさん（46歳）

●中津市 K.Mさん（43歳）
●中津市 N.Tさん（34歳）

●中津市 A.Kさん（54歳）
●北九州市 K.Aさん（42歳）
●中津市 H.E（32歳）

●中津市 K.Cさん（56歳）
●豊後高田市 K.Sさん（37歳）
●豊前市 M.Mさん（61歳）

●中津市 N.Aさん（62歳）
●中津市 O.Rさん（47歳）
●中津市 K.Kさん（54歳）

●宇佐市 Y.Hさん（82歳）
●中津市 T.Aさん（64歳）
●豊前市 T.Yさん（37歳）

●豊後高田市 K.Hさん（67歳）
●宇佐市 Y.Cさん（29歳）
●中津市 Y.K（45歳）

●中津市 S.Sさん（51歳）
●豊前市 O.Yさん（64歳）
●中津市 H.Kさん（75歳）
●中津市 H.Cさん（48歳）
●豊前市 I.Hさん（41歳）
●中津市 T.Eさん（38歳）
●中津市 T.Hさん（41歳）
●豊前市 G.Tさん（44歳）
●吉富町 M.Jさん（33歳）
●中津市 S.Yさん（37歳）

●豊前市 I.Hさん（70歳）
●豊前市 O.Mさん（42歳）
●中津市 S.Mさん（71歳）

●中津市 T.J さん（44歳）
●宇佐市 H.Hさん（70歳）
●豊後高田市 I.Tさん（64歳）
●豊後高田市 O.Yさん（67歳）
●宇佐市 K.Tさん

●宇佐市 M.Hさん（50歳）
●吉富町 S.Kさん（40歳）
●中津市 Y.Jさん（45歳）

●中津市 H.Kさん（57歳）
●中津市 N.Kさん（41歳）
●中津市 A.Tさん（36歳）

●中津市 O.Hさん（67歳）
●中津市 N.Hさん（46歳）
●大分市 K.Mさん（41歳）
●中津市 W.Cさん（36歳）
●中津市 S.Yさん（36歳）

22 からあげ 聖林・本店
からあげ1,000円分

ハリウッド

●上毛町 I.Kさん（44歳）
●築上町 M.Tさん（28歳）
●中津市 K.Sさん（46歳）

●中津市 N.Nさん（38歳）
●中津市 M.Kさん（61歳）
●中津市 T.Mさん（42歳）

●中津市 H.Nさん（65歳）
●中津市 M.Hさん（62歳）
●吉富町 O.Sさん（30歳）
●中津市 F.Yさん（26歳）
●中津市 E.Kさん（61歳）
●中津市 Y.Yさん（50歳）
●中津市 M.Kさん（57歳）
●中津市 H.Sさん（20歳）
●中津市 S.Tさん（43歳）
●中津市 O.Mさん（43歳）

●豊前市 M.Nさん（64歳）
●吉富町 Y.Sさん（45歳）
●中津市 T.Kさん（35歳）

●中津市 S.Sさん（50歳）
●中津市 N.Sさん（45歳）
●中津市 O.Yさん（49歳）
●吉富町 E.Sさん（58歳）
●中津市 Y.Kさん（45歳）

●中津市 T.Yさん（30歳）
●宇佐市 A.Mさん（35歳）
●中津市 T.Yさん（35歳）
●宇佐市 O.Hさん（39歳）
●中津市 H.Mさん（38歳）

●行橋市 T.Mさん（44歳）
●宇佐市 M.Aさん（44歳）
●宇佐市 K.Yさん（32歳）
●中津市 Y.Hさん（28歳）

●中津市 A.Nさん（44歳）
●中津市 K.Yさん（64歳）
●吉富町 U.Hさん（48歳）
●宇佐市 N.Aさん（44歳）
●中津市 W.Sさん（54歳）

プレゼント当選者発表 !
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2018

J u n e 20

20J u ly
…
…

今年も食と音楽のイベント、「ゆくはしシー
サイドフェスティバル」を開催します。夏の海
に似合うアーティスト達が多数出演するほ
か、肉フェスも同時開催。夕日に照らされた
海を見ながら、素敵な音楽とおいしいお肉
を楽しみませんか？●場所：長井浜海水浴
場●時間：12:00～20:00（予定）●料
金：入場無料●問：行橋市商業観光課 
0930-25-1111（内線1221）

込み合うことが予想されますのであらかじめ
ご注意ください。●問：岳切渓谷管理棟
0978-42-6326
宇佐市院内支所産業建設課（シーズンオ
フ時）0978-42-5111
今年も食と音楽のイベント、「ゆくはしシー
サイドフェスティバル」を開催します。夏の海
に似合うアーティスト達が多数出演するほ
か、肉フェスも同時開催。夕日に照らされた
海を見ながら、素敵な音楽とおいしいお肉
を楽しみませんか？●場所：長井浜海水浴
場●時間：12:00～20:00（予定）●料
金：入場無料●問：行橋市商業観光課 
0930-25-1111（内線1221）

ゆくはしシーサイド
フェスティバル2018

7.14

人間の内面を様々に表現した作品を中心
に情感豊かな作品の数 を々ご紹介します。
●場所：大分県立美術館 3階 コレクショ
ン展示室
●料金：一般 300円 
大学生・高校生 200円
●休：7月4日（水）は展示替えのため休展
●詳：http://www.opam.jp●問：大分県
立美術館 ☎097-533-4500

2018 コレクション展Ⅱ
「内なるものを見つめて」 
Journey Into the Mind

 ～ 7.31
［TU E］

［S AT］

EVENT CALENDAR

F R E E   I N   F O C U S

 Y U K U H A S H I S H I  /  B U Z E N S H I  /  N A K A T S U S H I  /  U S A S H I  /  B U N G O T A K A D A S H I  /  O I T A S H I  /  O T H E R S

予定は変更になる場合もございます。詳細は直接お問い合わせ下さい。

ラベンダーの紫色の花が６月中旬～下旬
に見頃を迎えます。一番人気はラベンダー
の刈り取り体験で、刈ったラベンダーを無
料で持ち帰りが可能です（本数限定）。ま
た、香りの広場などを散策する野の花めぐ
りウォーキングや鉢に花を寄植するガーデ
ニング教室（有料５００円）、ハーブの名前
当てクイズなども開催します。※入場時に
緑の募金一人１００円をお願いしています。
※６月１９日(火)から６月２６日(火)までは自
由観賞期間。●場所：大分市 県民の森
平成森林公園ラベンダー園●時間：１０：
００～１６：００（刈取り１５：００まで）●料金：
入場時に緑の募金一人１００円をお願いし
ています。●問：県民の森管理事務所
０９７-５８８-０６５６

第２５回
県民の森ラベンダー観賞祭

6.23 ～ 24
［S AT］ ［S U N］

中津市では、６月２３日～２９日までを「男女
共同参画週間」の取り組みの一環として、
毎年記念イベントを行っています。「男女共
同参画社会の実現に向けた標語コンクー
ル」授賞式の後、記念講演を行います。今
回は、株式会社「マザーネット」代表取締役
社長であります、上田（うえだ）理恵子（りえ
こ）さんを講師にお迎えし、「女性が安心し
て輝ける社会をめざして」と題して、女性が
働き続けられる職場環境づくりについて講
演をしていただきます。●場所：小幡記念
図書館●時間：10：00～12：00●料金：
無料●問：中津市役所 人権・同和対策
課 0979-２２-１１１１（内線２８１）

男女共同参画週間記念講演会

6.30
［S AT］

大分県最大の穀倉地帯である宇佐平野を
擁する宇佐市では、むかしから穀物の栽培
が盛んです。大粒の黒大豆「クロダマル」
の栽培は平成21年から開始され、今では
生産量52t、栽培面積63ｈa、生産量は日
本一と考えられています。宇佐市にて、7月
に播種、10月と12月に収穫、1月に豆腐作
りといった年間を通じた大豆播種から豆腐
作りを体験できるイベントが開催されます。
今回は第1弾として、平成30年7月1日
（日）に、宇佐市橋津営農組合よりもの郷
で、クロダマル大豆播種体験を行います。
●場所：（農）橋津営農組合よりもの郷
（宇佐市大字橋津360番地）●時間：受
付9：00～開始9：30～終了13：00●料
金：大人（中学生以上） 1,000円、小学生
500円、幼児以下 無料です（昼食付）●
問：北馬城地区まちづくり協議会  
0978-37-1054　

平成30年度 宇佐クロダマル物語
～播種から豆腐作りまで～

7.1
［S U N］

日の出町商店街から新博多町商店街を中
心に職人ブースを約71ヶ所設けて、子ども
達が職業体験をします。メインステージで
は、大工の実演や人形師などのパフォーマ
ンス、絶叫大会などの催しを行います。ま
た、乗馬体験ができるコーナー、飲食コー
ナーも設置します。ぜひご家族でご来場く
ださい！●場所：日の出町商店街、新博多
町商店街、新博多町交流センター、中津
駅●時間：11：00～16：30●料金：
1,000円（職人体験ブース）、200円（乗
馬体験）※職人体験ブースは事前予約
（定員有）●問：ステージ中津491【和傘
工房　朱夏】 0979-２３-１８２０ 

第10回職人フェスティバル

7.15
［S U N］

「岳切渓谷」は耶馬溪溶結凝灰岩の一枚
岩の上を清流が流れる、約2ｋｍの水流遊
歩道になっています。毎年、澄み切った冷
たい水と新緑を求めて、多くの方々がキャ
ンプを楽しんでいます。キャンプ場開き当日
は、キャンプ期間中の安全を祈願する神事
を行い、その後、楽しいイベントもちまきなど
のアトラクションが行われます。●場所：岳
切渓谷キャンプ場入口駐車場（宇佐市院
内町定別当）●時間：10：00～●料金：
入村料（中学生以上：200円、小学生：
100円、小学生未満：無料）※駐車料金
無料（キャンプ場開き当日は入村料無料で
す）。※連休中やお盆期間中は車が大変

岳切渓谷 キャンプ場開き

7.1
［S U N］

もみじの湯では、毎年6月26日を「露天風
呂の日」とし、無料開放イベントを開催して
います。美しい自然の中、無色透明で肌に
優しい温泉につかって、日頃の疲れを癒し
ませんか。●場所：深耶馬温泉館 もみじの
湯●時間：11：00～18：30（受付18：00
まで）●料金：無料●問：耶馬溪支所地域
振興課 0979-54-3111、深耶馬温泉館 
もみじの湯 0979-55-2770 

露天風呂の日

6.26
［TU E］

開催中
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今年の夏イベントは、「涼」がテーマ！プール
や水かけイベント、屋内アトラクションなど、
夏休みはハーモニーランドで涼しく遊ぼう ！
●場所：ハーモニーランド
●料金：パスポートチケット（入園+アトラク
ション）…2,900円●問：ハーモニーランド
ゲストインフォメーション 0977-73-1111
［詳］http://www.harmonyland.jp/

ハーモニーランド
サマーカーニバル2018

7.14 ～ 9.2

NEXT FREE  

2018.7.20.
PUBLISH !

応募方法　
❶～❹を明記の上、おハガキ
又はメールにてご応募下さい。
❶希望商品の番号 
❷住所・氏名・年齢・性別 
❸FREEで見たい企画が
　あれば教えて下さい。

応募締切  2018.7.10（火） 必着

携帯からでもOK

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。※おつりは出ません。
☎ 0979-64-6656 中津市宮夫240-5     
営／18：00～LAST 
休／月曜日（祝祭日の場合は翌日）

01

02

ふくろう。
『1,000円分のお食事券』を
3名様にプレゼント!

DRUM TAO 中津公演が
開催決定！ 『鑑賞チケット』を
ペア２組４名様にプレゼント ！

毎年好評で今年８年目を迎えるDRUM TAOの
中津公演が開催。新作「時空旅行記」では
TAO-BEATで、美しく圧倒的なパフォーマンスと
最新の映像テクノロジーの融合による感動のス
テージが繰り広げられる！
☎ 0979-26-0052（代） TAO中津公演実行
委員会  料／全席指定6,000円

03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 2018/10/31 

ペア5組10名様に
プレゼント!
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詳しくは

ハガキ→ 〒871-0162 中津市永添2636-24
　　　　㈱ADP「FREE 7月号プレゼント係」
メール→ free.nakatsu@gmail.com

宛 

先

市内四日市地区の商店街を中心にした夏
祭りで、商店街は華やかな七夕飾りで彩ら
れます。地元園児らによる彦星と織姫たち
の「たなばたパレード」のほか、多彩なイベ
ントが開催され、夜には歩行者天国になる
商店街一帯は多くの人で賑わいます。●場
所：宇佐市四日市商店街●問：宇佐商工
会議所 0978-33-3433

宇佐市七夕夏祭り

所願成就にご利益があると広く信仰を集
めている「高塚愛宕地蔵尊」。年3回大祭
が行われる。神楽の奉納などが行われま
す。●場所：日田市 高塚愛宕地蔵尊●
問：高塚愛宕地蔵尊 0973-57-9200

高塚愛宕地蔵尊夏の大祭

7.24
［TU E］

夏の厄除けとして始まった「日田　園祭」
高さ10m程もある絢爛豪華な山鉾が、隈
竹田地区、豆田地区の各町内を　園囃子
の音色とともに巡行する。H28年12月に
ユネスコの無形文化遺産にも指定されて
いる。●場所：日田市隈竹田地区
豆田地区●問：日田　園山鉾会館
0973-24-6453

日田   園祭

7.21 ～ 22 
［S AT］ ［S U N］

300年以上絶やすことなく継承されてきた
「かっぱ祭り」が開催されます！この祭りは、
地域の伝承芸能「かっぱ楽（がく）」（宮園
楽・県指定無形民俗文化財）が奉納され
ることから、「かっぱ祭り」と呼ばれ、毎年多
くの観光客が訪れています。「かっぱ祭り」
は、河童に扮した５、６歳の幼児４人を、畳
半分くらいの大うちわ（唐うちわ）を持った４
人の青年が取り囲み、その周りを毛（け）槍
（やり）、横笛（よこぶえ）、太鼓などを持った
４０人あまりの行列が、にぎやかに道楽（み
ちがく）を奏でながら境内に繰り込（くりこ）
み、円陣を描いて踊りぬく所作のお祭りで
す。人や家畜（人畜）の守護や厄払い、あ
わせて五穀豊穣を祈願するものです。●場
所：中津市耶馬溪町大字宮園「雲八幡神
社」●時間：16：00～●問：雲八幡神社 
０９７９-５６-２３０９ 

県指定無形民俗文化財
「宮園（みやぞの）楽（がく）

（かっぱ祭り）」

7.29
［S U N］

中津市民花火大会

7.27
［F R i］

「夏越大祭」「夏祭」「ごじんじ」とも言われ
る宇佐神宮最大のお祭り。3基の神輿を中
心とした総勢約250名の神輿行列で、初
日は上宮から頓宮へ（お下り）、最終日は頓
宮から上宮（お上り）と繰り出す勇壮華麗
な祭りです。期間中は様々なイベントや花
火大会が開催されます。●場所：宇佐神宮
●問：（お祭り）宇佐商工会議所
 0978-33-3433
（神事・花火）宇佐神宮 0978-37-0001

宇佐夏越祭り

7.27 ～ 29
［F R I］ ［S U N］

PRESENT
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［S AT］ ［S U N］
7.21 ～ 22

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。●場所：闇無浜神社
（下　園）、中津神社（上　園）ほか●問：
中津市観光推進課 0979-22-1111
（内線391）

中津　園

7.27 ～ 29
［F R I］ ［S U N］

中津市の伝統的な行事｢中津　園｣の初
日に行われる花火大会。約4000発の花
火がお祭りムードを一気に高めてくれます。
花火大会後に行われる　園車のお宮入り
も迫力満点！●場所：小祝漁港周辺●時
間：20：00～●問：中津市観光推進課 
0979-22-1111




