




COVER INTERVIEW

KIYOKO NAGANO
中津市の長野聖子さんが、第11回 全日本テコンドー選手権大会で2連覇を達成！
2月5日に中津市民栄誉賞を、3月13日に大分合同新聞スポーツ大賞を受賞した。

1月21日に千葉県総合スポーツセンターにて開催された第11回 
全日本テコンドー選手権大会の53kg以下級にて、優勝した長野
聖子（ながのきよこ）さん。同大会では、2014年から4年連続で決
勝に進出し、昨年に続き見事2連覇を果たした。今回は大会の1
週間前にインフルエンザにかかり、練習ができず焦燥感に駆られ
る中で出場を強行。「連覇は無理だと心が折れそうになったけど、
意外と体が動いた。絶対優勝するという強い思いと、今までの経
験が生きてなんとか優勝することが出来た」と長野さん。４歳からテ
コンドーを始め、父 修士（おさむ）さん（大分県テコンドー協会 理
事長）の指導のもと技術を磨いてきた。中津北高3年の時に全日
本ジュニア大会で優勝し、卒業後はテコンドーの本場、韓国・釜
山の東亜大学に進学し、技術を磨き全日本強化指定選手に選ば
れた。現在は、タイ代表のコーチ経験もある金載祐さんが16年12
月から専属コーチを務める。金さんも中津市で家族4人で暮らし、
長野さんを全面サポートする。金さんは「昨年は毎日６時間の厳し
い練習をよく耐え体力がついた。今年は技術を徹底的に教える。
国際試合など場数をどんどん踏めば、五輪メダルも夢ではない」と
目を細める。去年はラスベガス、カナダ、韓国、アテネ、ニュージーラ
ンド。今年はUAE、マレーシア、モロッコ、U.S.オープンと、海外で自
分の階級と同じ位の強豪選手と試合をしながら、さらに技術を磨
いている。5月にベトナムで開催されるアジア選手権、8月にインド
ネシアで開催されるアジア競技大会の出場候補者にも選ばれて
いる。2月5日には中津市民栄誉賞を授与され、奥塚市長から「市
民挙げて応援している。もう1度日本一になって、是非オリンピック
に出てもらいたい」と激励された。長野さんは「精進し、できれば東
京五輪の代表に選ばれ、メダルを取りたい」と抱負を語った。ただ、
五輪種目は49kg、57kg、67kg、67kg超級の4階級しかなく、現
在出場している53kg以下級がない為、体重を落とすか増やすか
で4階級に合う体重にしなければならない。さらに女子の日本代表
選手枠は2名なので、激しい代表選考争いが予想される。3月13
日には第38回 大分合同新聞スポーツ賞も受賞。4月からは
J:COMに就職が決まり、新たな環境でさらなる高みを目指す。「東
京五輪まで、まだ2年あるので体重を徐々に落とし49kg級で挑戦
したい。精神面、技術面をさらに鍛錬し、東京五輪出場を目指し頑
張っていきたい」と力強く語った。

今月の表紙

（ながの・きよこ）
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モデルハウス見学会
随時開催中！
（見学希望の方はお気軽にお電話下さい） 

アイシーホーム（株）　 ☎0120-68-1446

白い外観が爽やかなデザイナーズハウス。
中津市永添にてモデルハウス見学会開催中！

詳しくは

中津市永添のゆめマートすぐそばに
建つデザイナーズハウス。シンプルで
直線的な設計が素敵な外観です。
是非現地で実際の建物を見て、体
感してください！

［問］アイシーホーム（株）
☎0120-68-1446

中津市大塚に建つ、ナチュラルな外
観が特徴的なお洒落な4LDKのモ
デルハウス。是非現地で実際の建
物を見て、暮らしやすさを体感してく
ださい！

［問］アイシーホーム（株）
☎0120-68-1446

モデルハウス見学会
随時開催中！
（見学希望の方はお気軽にお電話下さい） 

アイシーホーム（株）　 ☎0120-68-1446

1階リビング横に子供部屋にもなる広々収納。
中津市大塚にてモデルハウス見学会開催中！

詳しくは

完全予約制で内覧会開催中！
（電話予約頂ければご案内いたします） 　

サイエンスホーム大分北店　 ☎0979-64-7878

子どもに優しい木をふんだんに使った
「サイエンスホーム」のモデルハウス公開中！

中津市大貞にてモデルハウス公開
中。無垢材・真壁造り・外張り断熱・
オーダーメイドで坪単価39.8万円の
夢を実現。目と耳にやさしく木の香り
でリラックス、子どもの疲労を軽減す
る家です。お泊まり体験もできますの
でご予約お待ちしております。
［営］9:00～18:00　
［休］第2･4火、水曜日定休

詳しくは

内覧会開催中！  10：00～17：00
（日曜日はお電話頂けると助かります） 　

イエクリエ 株式会社 川上住建　 ☎0120-23-1991

木のあたたかさ、カッコよさ、癒しを感じられる家。
「BELS 5つ星の住宅」 モデルハウス公開中。

IECREAのモデルハウスは、冬暖
かく、夏涼しい「省エネ基準最高の
五つ星」を獲得した家です。さらに
省エネ性能以外にも、女性目線で
考えられたプランは日当りや収納、
掃除のしやすさなど女性ならでは
の、きめ細やかなアイデアが取り入
れられています。ぜひ実際の建物で
暮らしやすさを体感して下さい。

詳しくは

Kid's 
Money School

学校では習わないとっても大切なお金の話。 
親子でお金の勉強をしませんか？

キッズマネースクールでは、子どもたちに学

校では習わない、お金の歴史や働くことの

楽しさや、大変さ、また働くことでお給料をも

らっている親への尊敬と感謝の気持ちを伝

えています。

よくある問い合わせの一つが「何歳から参

加できますか？」という対象年齢についてで

すが、一番小さなお子様で４歳、年中さん

から参加できるプログラムがあります。数字

の計算ではなく、数を数えることができれば

参加可能なコンテンツです。

このコンテンツでは子どもたちがお店やさ

んの店長になり、実際に自分たちで商品を

作り、販売するワークを取り入れています。

小さいお子さんも参加するので「楽しく！」の

想いは大切にしていますが、キッズマネース

クールはただのごっこ遊びの場ではなく、参

加していただいた親御さんにもお子様にも

価値ある学びの場を提供したいと思ってい

ます。よって、お店やさんごっこでは、ただ物

を売ればいいというわけでなく、いくつかの

ミッションを子どもたち課します。

このミッションに対して、子どもたちは嫌が

ることなく、前向きな姿勢で挑戦します。制

作中の目は真剣で、体験中の目はキラキ

ラ。目標達成を目指し集中し、創意工夫す

る様子は講師の立場から見ても「すごい

なぁ。子どもの可能性は無限だなぁ」と毎回

感心させられます。

とは言え、冒頭にも書いたようにこの学び

は学校では教えてもらえない内容です。ス

クールの経験１回だけで「次からは完璧に！」

「今日覚えたことを忘れないで！」と望むのは

子どもたちがあまりにも可哀想。そんなの大

人でも無理です。

子どもたちが継続して、楽しみながら「お

金」についてしっかりとした知識を持つため

には、誰かが繰り返し伝える必要がありま

す。それが可能なのはやはり子どもと一緒

にいる時間が一番長い「親」。

親子で共に学び、大切なことは繰り返し伝

えていく必要があると思います。

少子高齢化、増税、労働のAI化など、これ

からの時代はより自立が求められる時代で

す。お金の勉強を通して、どんな時代でも

しっかりと自立し生きていける力を子どもた

ちにつけてもらいましょう！

PROFILE

篠崎美保（しのざき・みほ）
キッズマネースクール認定講師。

学校では習わない、お金のこ
と、働く親への感謝などを劇や
ワークショップを通して、親子に
伝える。いいものはみんなで共
有しよう！をモットーに自分が
体験してよかった！と思うもの
を発信する2児の母

キッズマネースクール開催！
４～10歳の子どものお金の勉強会「おみせやさんごっこ」
●日　時／5月13日（日）14:00～16:00
●場　所／大分市下郡北1-6 大八ビル1階
　　　　　おうちの買い方相談室
●参加費／無料
●問合せ／097-574-5084（おうちの買い方相談室）
   
　詳細・お申込みは
　右記のQRコードから
　ご覧いただく事ができます。

【キッズマネースクール】

INFORMATION
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現金買取
600円（税込）/ｋｇ

KSM（ケイエスエム）　 ☎0120-601-002

他社との違いを感じて下さい。
銅を売るなら迷わずKMSへ!

不要になった銅を買取り。まずはお問
い合わせください。

［問］KSM（古物商許可番号）
　　第941070000773号
［所］宇佐市佐野1446（ニッコー産業裏）
［時］9:00～18:00
［休］日曜日・祝日

現金買取
470円（税込）/ｋｇ

まずはお問い合わせ下さい。

［問］KSM（古物商許可番号）
　　第941070000773号
［所］宇佐市佐野1446（ニッコー産業裏）
［時］9:00～18:00
［休］日曜日・祝日

KSM（ケイエスエム）　 ☎0120-601-002

設備・水まわり業者さま必見!
来店の際は必ずご一報を。

現金買取
500円（税込）/kg

お問い合わせ下さい。他社との違いが
わかります。

［問］KSM（古物商許可番号）
　　第941070000773号
［所］宇佐市佐野1446（ニッコー産業裏）
［時］9:00～18:00
［休］日曜日・祝日

KSM（ケイエスエム）　 ☎0120-601-002

電気工事業者さま必見!
異なる線も一度ご連絡ください。

当店でお買い上げのお客様は、
オイル交換永久無料！
（詳しくはスタッフまでお尋ねください）

Ｋオート　中津市田尻1141-1 ☎0979-26-2222

ご進学・ご就職応援セール開催中！
欲しい車が在庫にない場合もお探しします。

在庫一覧

新車・中古車販売・買取り・車検・
鈑金・事故車引取り・その他お車に
関することは何でもKオートにお任
せ！在庫にない車もオークションによ
りお探し致しますのでお気軽にお申
し付け下さい。売りたい方も高額査
定致しますので是非ご相談下さい。

4月15日（日） 
OPEN10：00～15：00 
（当日駐車場なし）

atelier enen　☎090-8353-8288（misa）

『フライングオープンマルシェ』 
～新アトリエオープン前にみんなでマルシェ♪～ 

イラストレーターのミサさんが豊前にある築４０年の古アパートを友人たちとリフォー
ムしてマタニティペイント・フェイスペイント・雑貨・イラスト・ワークショップ・レトロ衣
装などが楽しめるアトリエenen（えんえん）として５月頃にオープンします。ミサさんは
幼少期を豊前ですごしており、思い出の土地で新しいことを始めることを楽しみに
しているそう。今回のイベントはそのオープンに先駆け、アトリエに道具や家具が入
る前のスペースを利用してフライング的にマルシェで盛り上げようと、ミサさんを応
援している友達が企画し開催するとのです。当日は手作り作家・飲食店・喫茶・
ワークショップ・セラピー・衣装試着会・ボディペイント・など１０数店舗が集まります
のでぜひ足を運んでください。［所］福岡県豊前市吉木1055-3（豊前市役所より
約200ｍ 商業施設フレスポ豊前より約500ｍ）［問］misa@enen3.site

インスタでリフォームの進行具合、
出店者さんなどのイベント最新情
報を発信します。

Instagram／@misa_enen

翔天食堂

中津市大貞371-49松喜第二ビル1Ｆ
［営］昼11：00～15：00・夜17：00～21：00　
［休］不定休

☎0979-32-2601

翔天食堂で、召し上がれ。

ココダイハツ
九州
アリーナ
　 ●

●ファミリー
　マート

◀至三光 至中津▶

●

●

●

広沢歯科

675

663

大分みらい
信用金庫

緑ヶ丘中学校

● ●
中津白衣

グリーンショップ
あいびー

●

翔天食堂はラーメンだけじゃありません。こだわりの定食だってあるんです。
女性客だけではありません。男性客やご家族連れもいらっしゃいます。

地域の“おいしい食堂”を目指して、いつでも皆様が来るのをお待ちしております。

レディースセットもはじめました
¥780（税込）
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3月30日（金）～4月8日（日）
ライトアップ 18：00～22：00

（一社）行橋市観光協会　☎0930-25-0086

さくらウォークinゆくはし

ＪＲ行橋駅をスタートし、行橋市
さくらＭＡＰのコースをもとに、
今川河畔や正八幡宮など、市
内の桜の名所を巡るウォーキ
ング大会です。
［会］ＪＲ行橋駅スタート
［料］参加無料

4月1日（日）
スタート受付8:30～12:00
ゴール受付　15:00まで

豊後高田市商工観光課　☎0978-25-6219

第14回昭和の町レトロカ―大集合

昭和の町に今なお現役の昭和
レトロな名車・旧車が一堂に集
まります。会場では、レトロカー
の展示のほかにも、昭和の音
楽ステージライブや、スーパー
カーの展示など、楽しいイベント
も開催します。
［会］豊後高田商工会議所横
駐車場

3月18日（日）
10：00～15：00

小倉城　☎093-561-1210

北九州市制55周年記念
第14回小倉城 桜まつり

今年で14回目を迎える小倉城桜まつ
り。桜が咲き誇る天守閣前広場で、ふ
るさとうまいもの市が開催されます。丸
亀釜かけうどんや料亭 金鍋の百年床
糠炊き等が楽します。熊本城おもてな
し武将隊も来城予定。
［会］小倉城天守閣前広場

3月31日（土）～4月1日（日）
10：00～17：00

中津市役所 観光推進課　☎0979-22-1111

大貞公園桜まつり

大正初期に地域の住民が数百本
の苗木を育成し、現在周辺も含め
て約1,300本のソメイヨシノが咲
き誇ります。期間中はボンボリを点
灯し、会場をライトアップしますの
で夜桜もお楽しみいただけます。
［会］大貞公園
［問］※まつり期間中 大貞公園集
会所 ☎0979-32-4156

3月24日（土）
　 25日（日）
10：00～16：00

築上町商工課　☎0930-52-0001

しだれ桜祭り

筝・尺八の演奏やビンゴ大
会などを行います。また、3月
22日～30日までは夜間ライ
トアップを行っており、暗闇の
中、光に照らし出された「しだ
れ桜」はとても幻想的です。
［所］天徳寺そば
     （築上町本庄）

4月15日（日）
開演 9：30～

カラオケ仲間交流歌謡祭　 ☎090-5483-1923

第3回春だよ!チューリップ祭り
カラオケ仲間交流歌謡祭

一般の方に募集をかけて開催する歌
謡祭です。司会に髙橋ともみ、今回は
特別ゲストに岬勝己さん、はま芳明さ
んを迎え、歌って踊って皆さんと楽し
いひとときをすごしましょう。問い合わ
せは森 健一まで。［所］三毛門公民
館 ［料］無料 ［主］森 健一 ［後］各
会、カラオケ喫茶店、三毛門文化協
会 ［音］ファインサウンド
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0120-318-099 03-6262-0813FAX

主 催

協 賛 有限会社 利行建設 www.toshiyuki-kensetsu.co.jp 利行建設

住医学研究会
0120-59-1040㈲利行建設 もしくは下記のホームページより

お申込みください。

セミナー参加ご希望の方は下記までご連絡ください。
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3月25日（日） 12:30～13:00（予定）

いんない石橋マラソン大会実行委員会事務局　☎080-2706-8065

宇佐市平成の森公園陸上競技場完成記念
いんない石橋マラソン講演会

第28回いんない石橋マラソン大会の開催にあわせて、招待選手の高平 慎士さんの
講演会を行います。
［所］宇佐市平成の森公園 石橋童夢　［料］入場無料

4月15日（日） 開場13：30～ 開演14：00～

中津文化会館  ☎0979-24-1155

夏井いつき句会ライブ
楽しくないと俳句じゃない！ 100年俳句計画

MBS／TBS（OBS）系全国ネット「プレバト！！」（木曜夜7時）俳句コーナーや、「NHK
俳句」に出演中の夏井いつきさんが中津にやってきます。一緒に俳句を楽しんでみま
せんか。
［所］中津文化会館 大ホール
［料］全席自由2,000円（当日2,500円）※就学前のお子様不可。※前売チケットが
完売の場合、当日券の販売はいたしません。

豊前市TMO　☎0979-83-2333（代）

九州北部豪雨復興支援チャリティ
豊前市TMOスペシャル ジャズ ライブ 2018

豊前市TMOは、世界的なトランペッターのエリック・ミヤシロ氏と豊前市出身のギタリス
ト小畑和彦氏をゲストに迎え、地元のビッグジャズバンド 後小路一雄&ニュー・スウィン
グ・ジャズ・オーケストラを交えて音楽イベント「TMOスペシャル ジャズ ライブ 2018」を
Zig-Zagホールにて開催。是非この機会に一流の音楽を堪能ください。［会］Zig-Zag
ホール［料］前売一般2,000円、学生1,500円（中・高校生限定）、当日券2,500円
（一律）［問］豊前商工会議所☎0979-83-2333、佐藤酒店☎0979-83-2122

3月27日（火）～4月8日（日）

中津市耶馬溪支所　地域振興課　☎0979-54-3111

春休みイベント
小学生以下レンタサイクル無料

春休み期間中、小学生以下の子どもたちを対象にレンタル自転車を無料で貸し出し
ます。サイクリングロードは子どもたちも走りやすい、坂道がなだらかなコースです。桜が
満開の季節に、家族そろってサイクリングで春の陽気を楽しみませんか？
［会］青の洞門サイクリングセンター風水園、耶馬溪サイクリングターミナル、やすらぎ
の郷やまくにの3箇所で同時開催
［料］大人500円、高校生以下200円、小学生以下無料
［問］青の洞門サイクリングセンター風水園 ☎0979-52-2108
耶馬溪サイクリングターミナル ☎0979-54-2700
やすらぎの郷やまくに ☎0979-62-2186

3月24日（土）　開場15：30 開演16：00

高平 慎士（たかひら しんじ）プロフィール／1984年生所属富士通'08北京オリンピック400mR 銅
メダル、'09世界陸上（ベルリン）4×100m 4位、'04 '05 '08 '09 '11日本選手権200m 優勝、'11世
界陸上（テグ）日本代表、'12ロンドンオリンピック日本代表、'14アジア大会（仁川）4×100mR 2位





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





COLUM

NAME/キングマイルド
28年愛煙してきたクールキング12mgからクールマイルド8mgにおとしてもまだ吸っていたい48歳。そんな
男がアメリカの工場の喫煙室でオシャレ野郎が休憩しながら話してそうな話題を取り上げるコラム。

先日、別府市に息子のバスケの試合の応援に行った。

その大会は九州中の強豪校がまねかれていて、それは

見応えのある大会だった。

その中のチームの１つに長崎からの招待の長崎チャン

ピオン小ヶ倉（こがくら）中学校。

チームメンバーたった６人で大会に来ていた。その６人

のスキルの高さもさることながら、個性、チームワーク、

試合運びも完璧だった。なので。。。。

今月は、キングマイルド監督となり勝手にスニーカーの

スターティングメンバーを発表しようとおもう。マニアック

過ぎたらごめんなさい。

1番ポイントガード

ナイキエアマックス95 2018

2番シューティングガード

ナイキエアジョーダン12レトロ 通称「フルゲーム」

3番スモールフォワード

ナイキレブロン15 2018 通称「ブラックヒストリー

マンス」

今月のつぶやき

キングマイルド監督のスターティングメンバー

vol.07

4番パワーフォワード

ナイキエアマックス97

5番センター

ナイキエアフマラ×シュプリーム2017
6番スコア

ナイキエアマックス1 ウルトラ 通称「3.26」

今大会は以上の6人で戦いたいと思う。

17





19

COLUMN



20



17

NOW ON WATCH!
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BOOKS

ばいばいリバティー 4巻（完）
八田 鮎子

バリー・シール
アメリカをはめた男

アクション●’17年・米 ●監督／ダグ・リーマン ●出演／トム・ク
ルーズ、ドーナル・グリーソン、サラ・ライト・オルセン ほか ●NBC
ユニバーサル・エンターテイメントジャパン

●著者／八田 鮎子 ●出版社／集英社

レピュテーション
テイラー・スウィフト

クリスマスの夜、ふたりに奇跡は起きる!?匠の元カノ

の存在が気になって仕方なくて、ついに自分の恋心

を自覚した理奈。瑠叶に背中を押されて理奈は気持

ちを伝えようと決意しますが、匠とはすれ違ってしま

います。そんなふたりを見ていた瑠叶は…？「オオカミ

少女と黒王子」の八田鮎子が描く大人気ラブコメ、

いよいよ最終巻！

新生テイラー・スウィフト!世界が待ちわびた“次世

代のクイーン・オブ・ポップ”が待望の6thアルバム

を発表。約3年振りとなるアルバムには、全米・全英

No.1の「ルック・ホワット・ユー・メイド・ミー・ドゥ～私

にこんなマネ、させるなんて」を収録！ミュージック・ビ

デオも、公開から24時間で2,800万回の再生回

数を記録。世界中の期待の大きさを伺わせている。

民間航空会社のパイロットとして何不自由ない暮

しを送っていたバリー・シールがCIAにスカウトされ、

極秘作戦に参加。そしてCIAを手玉に取り、麻薬

密輸で莫大な財産を築いていく。しかしそんな彼の

背後には、とんでもない危険が迫っていた…。トム・

クルーズが破天荒な実在の人物を演じたクライ

ム・エンターテインメント。

●アーティスト名／テイラー・スウィフト ●メーカー／ユニバーサ
ル・ミュージック

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）

るるぶにっぽんの動物園

弟子・藤井聡太の学び方

浅見光彦と七人の探偵たち

刑事の怒り

謎々将棋・囲碁

（JTBパブリッシング）

杉本 昌隆／著（PHP研究所）

内田 康夫／他著（論創社）

薬丸 岳／著（講談社）

新井 素子／著（角川春樹事務所）

「負けてられねぇ」と今日も畑に

保健室の午後

名探偵コナン瞳の中の暗殺者

ばいきんまんとおかしなバイキンじょう

ハンカチやさんのチーフさん

豊田 直巳／写真・文（農山漁村文化協会）

赤川 次郎／著（汐文社）

青山 剛昌／原作（小学館）

やなせ たかし／原作（フレーベル館）

どい かや／文（白泉社）

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

漫画君たちはどう生きるか

マスカレード・ナイト

若竹 千佐子／著（河出書房新社）

吉野 源三郎／原作（マガジンハウス）

東野 圭吾／著（集英社）

平成30年2月22日現在

B.J.ノヴァク：作／早川書房

えがないえほん

この本には絵がありません。そして、この本のルールは書かれている

言葉を全部声に出して読むこと！

「ばふっ！」や「ばびろんばびろんぼよよよよ～ん！」などのたのしい言葉

に、読み手も聞き手も笑いっぱなしになります。子どもが大喜びする、

大人気の“絵がない”絵本です。

一般書

門井 慶喜：著／講談社

児童書

銀河鉄道の父

岩手県花巻に生まれた宮沢賢治は、多数

の詩や童話を創作し、生涯夢を追い続けた。

その父・政次郎は、長男である賢治を時に

厳しくたしなめ、時に対立しつつも援助を惜

しまない。等身大の宮沢賢治を父の視点か

ら描く、第158回直木賞の受賞作です。

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

3/7（水） 好評レンタル中 DVD 3/28（水） レンタル開始 COMICS 3/31（土） レンタル開始 CD

話題沸騰中!
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職　種／調理スタッフ（パート）
時　間／①あさ 5:30～10:00
　　　　②夕方 15:00～19:30
給　与／①時給750円
　　　　②時給900円
           ※他手当てあり
休　日／週休2日

応　募／電話連絡後、履歴書（写真貼）を
　　　　ご持参ください。詳しくは、応相談。

職　種／登録ヘルパー
時　間／1日2時間程度
給　与／時給1,200円
休　日／シフトによる

スタッフ募集！パ

中津市大字犬丸727-1
有料老人ホーム グリーンヴィレッジ中津
☎0979-32-3088（担当／佐々木）
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JOB GUIDE

職　種／①看護職員 ②介護職員 ③厨房職員
給　与／①月給185,000～213,000円 ※ほか夜勤手当1回9,000円
　　　　②月給165,000～180,000円 ※ほか夜勤手当1回6,000円
　　　　③時給850円
時　間／①8:30～17：30、17：00～9：00
　　　　②7:00～16：00、10:00～19：00、17：00～9：00
　　　　③5:30～14：30、10:30～19：30
休　日／年間107日（シフト表による）
応　募／②③は資格・経験のない方も応募可。
　　　　パートの方も同時募集！
　　　　まずはお気軽にご連絡下さい。
★就職準備金あり

介護施設増床につき、介護施設スタッフ募集！ 正 パ

築上郡築上町大字湊1277-3

介護老人保健施設 青海山荘
☎0930-57-1110（担当／渡辺）

職　種／ホテルフロント業務。お客様対応（チェックイン・チェックアウト業務）等
給　与／基本時給800円、5時～9時：900円
　　　　13時～22時：950円、22時～5時：1,100円
時　間／①7:30～16:30　②7:30～13:30　③13:30～22:30
　　　　④16:30～22:30　⑤22:00～8:00
休　日／シフト制
待　遇／昇給あり、制服貸与、
　　　　通勤手当有（駐車場有）
★時間帯等相談に応じます。
★未経験者大歓迎！

ホテルフロントスタッフ大募集!！パ

ホテルルートイン中津駅前
☎0979-85-0050（担当／大井）
中津市大字中殿福成467-3

職　種／①看護士（正職員・パート） ②介護士（正職員・パート）
資　格／①看護師、又は准看護師免許
　　　　②ヘルパー2級以上、又は介護職員初任者研修修了者 
　　　　※時間・給与・休日・待遇等は当社規定により優遇！
　　　　※勤務希望館や希望入社日等、お気軽にご相談下さい。
　　　　※パートは時間・休日応相談、詳細はお問い合わせ下さい。
待　遇／昇給年1・賞与年2回、各種保険完備、交通費・有給・慶弔休暇あり
★パートさんは小さなお子様のいる方も大歓迎！ 短い時間の方もOK！
★介護を身につけたい方、新しい職場を
　お探しの方、転職をお考えの方、資格取得中の
　方など未経験者も経験者も歓迎です。

看護士・介護士、スタッフ募集！ 正 パ

行橋市行事1-4-11（国道201号線・10号線近く）

ファミリーホーム アバン2号館
☎0930-26-2555（担当／渡辺）

45年以上連続で増収している安定企業です。休み・福利厚生がシッカリしているから働きやすい！
職　種／ルート営業及びルート配送
内　容／ホテル、レストラン、結婚式場、居酒屋等の外食産業への
　　　　業務用食材の営業及び配送を行っていただきます。(営業車1.5～2t使用)
　　　　※入社3ヶ月間は先輩社員と同行し時間をかけて、しっかり仕事を覚えていきます。
給　与／月給207,000円～(一律手当を含む) ※入社後2ヶ月間は月給190,000円
時　間／8：30～18：30（実働8時間）
休　日／日・祝日他、月2～3回(平日ローテーション）夏季、年末年始・GW休暇・慶弔休暇
資　格／高卒以上、未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可）、年令35才迄（キャリア形成の為）
待　遇／昇給年1回、賞与年2回、各種保険完備、 皆勤手当5千円、通勤手当有、車通勤可、
           社用携帯電話貸与、退職金制度有(3年以上勤務)、報奨金制度有、研修制度有、
　　　　社員研修旅行有、花見等有、扶養手当 ※社会保険の扶養者に限る
　　　　配偶者/月額10,000円・子・父母・祖父母/一人につき月額5,000円
応　募／まずは電話後、写真付履歴書及び職務経歴書をご郵送下さい。追って面接日等をご連絡します。

豊前支店新設！ ルート営業及びルート配送 正社員募集！正

豊前市八屋335-4

（株）西原商会九州 豊前支店
☎0979-62-9100（担当／田中）

★きちんと休みが取れます!!
日曜日・祝日が休み！ 
さらに、月2～3日平日に休みをとることが
できるのでプライベートも充実です！

★福利厚生も充実!!
皆勤手当・扶養手当・通勤手当などの手当や
昇給・賞与・各種保険完備・報奨金制度なども
充実しているので安心して働けます！

他業種からの転職の方、未経験の方も安心の
研修制度有！時間をかけて研修を行いますので、
しっかり仕事を覚えることができます！



職　種／ホールスタッフ・調理補助
給　与／時給800円（1ヶ月研修期間有）
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。

★土・日・祝日夜は、時給50円アップ！
★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・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）
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内　容／①万田店（レジ・惣菜・青果・事務）時給  830円
　　　　②沖代店（レジ・惣菜）……………時給  830円
　　　　③青豊店・豊前店（惣菜）…………時給  830円
　　　　④青豊店・沖代店（夜間レジ）……時給  870円
　　　　⑤万田店・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／①②③⑦8：30～5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）

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／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）

勤務地／レストラン庄屋（イオンモール三光店1F)
職　種／ホールスタッフ
　　　　【ア】お客様のご案内、オーダー取り、食材の下準備や盛付、洗い物等
　　　　【正】接客・調理・仕込み他店内業務全般。慣れたら売上、原価管理、
　　　　　　店舗運営をお任せしていきます。
給　与／【ア】時給900円～交通費（規定）※日祝手当（50円/h）
　　　　　　※研修期間1ヶ月（時給850円） ※高校生時給850円（研修期間も同時給）
　　　　【正】月給240,000～350,000円
　　　　　　※店長・料理長候補：月給285,000円～！
時　間／【ア】（１）9:30または10:00～／（２）17:00または18:00～
　　　　　　★週1日～、1日3～6時間勤務可！
　　　　【正】9:30または10:00～23:00内シフト制（月4～6日休）
待　遇／交通費規定支給、まかない無料、日祝・年始・お盆手当（50円/h）
　　　　制服貸与、食事券毎月支給 他
　　　　【社】賞与年2、退職金制度、社保完備、定期昇給、育児・介護・療養休暇、
　　　　出産祝い金、住宅補助（規定有）他
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
　　　　【正】履歴書・職務経歴書を本社：西村まで
　　　　「一般社員（イオンモール三光店）」と明記し送付下さい。
　　　　（本社）長崎県佐世保市卸本町16-2  ※面接は近隣店舗で行います。

アルバイト・正社員同時募集！ 週1日～、1日3～6HからOK!正 ア

中津市三光佐知1032 イオンモール三光内 1F

株式会社 庄屋フードシステム
☎0979-26-8151

職　種／料亭・旅館などのお料理の配膳、接待のスタッフ
給　与／時給1,200円～
時　間／3～4時間程度（勤務場所により異なります）
勤務地／中津・宇佐・別府・大分
応　募／電話連絡後、面接いたします。
★年齢不問！学生・主婦歓迎。
　副業、WワークもOK!
★登録だけでもOK!
★企業様、人手不足の解消!
　忙しい時間だけ、お手伝い致します!
　まずは、お問い合わせを。

配膳・接客スタッフ・接待請負先募集！パ

仲居請負業 Beすまいる
☎080-8566-2525
mail:kankan-2525@docomo.ne.jp

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）
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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）

職　種／製造生産作業員（臨時契約社員）
内　容／カーエアコン配管パイプの加工・製造
時　間／①8：00～17：00
　　　　②20：00～5：00（①②の2交代）
           ※工程により
　　　　③13：00～22：00
給　与／時給1,500円（月額換算で月に264,000円程度）
           ※2週間間の見習い期間あり（見習い期間中は時給1,200円）
雇用期間／3ヶ月（更新の可能性あり 条件付）　
勤務地／中津市定留外野
休　日／会社カレンダーによる（年間106日）
　　　　各種保険制度あり、交通費支給（最大10,000円）
待　遇／制服貸与・車通勤可（無料駐車場有）
応　募／まずはご連絡ください。面接日をお知らせ致します。
　　　　※履歴書は面接時にご持参願います。
★男性・女性問わず18歳～50歳程度までの方活躍中！

大幅増産の為、製造生産作業員急募！契

中津市定留外野18-1

株式会社 渡辺製作所 九州工場
☎0979-32-6511（担当／阿部）

内　容／病院内及び病室一般清掃
勤務地／中津市民病院
給　与／時給780円～1,000円
　　　　試用期間770円
時　間／7：00～21：00
　　　　上記の間で4～8時間程度
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。

初めての方でも丁寧に教えます！ 清掃スタッフ急募！

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

職　種／①エステアシスタント ②正社員
給　与／①11:00～16:00 時給   900円
           ①18:00～21:00 時給1,000円
　　　　②月給166,000円～（未経験者）
　　　　　※経験者の方は優遇
応　募／まずはお気軽に☎0930-24-1597
　　　　（事務所）までお電話ください。
　　　　受付時間（平日9:30～17:00）
★Wワーク・短時間・初心者でもOKです。
　経験者は優遇致します！
★主婦の方、フリーターも大歓迎！

新店舗オープニングスタッフ大募集！正 パ

ビューアップ行橋店
☎0930-24-5557
行橋市大橋3丁目4-5-2F

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）

職　種／美容師、スタイリスト（パート）
給　与／時給850円～
　　　　※能力に応じて優遇
時　間／10:00～19:00（週2日～5日程度）
　　　　※時間は応相談、時短勤務も可
　　　　※詳細は面接にて
休　日／月曜、第1火曜
待　遇／雇用保険、労災有
★アットホームなお店です。
　お気軽にお問い合わせください。
HP▶www.hair-brooch.com

美容師・スタイリスト募集！パ

中津市東本町2-2 クリエイトANDOH 1F

HAIR brooch.（ブローチ）
☎0979-23-1575



27

JOB GUIDE

内　容／フルーツトマト栽培作業
　　　　（ビニールハウス内での農作業・収穫・パック詰め等）
給　与／時給740円+能力給 ※研修期間有・昇給有
時　間／8：00～17：00の間で優遇（勤務日指定OK・土日のみ勤務OK）
備　考／未経験者OK、各種保険制度有（社内規定有）
応　募／電話連絡後、面接日に履歴書を持参して下さい。
★平日だけ・土日だけ・半日だけ働きたい！
★都合の合う時間だけ働きたい！
★子どもの時間にあわせて働きたい！
　など、まずはお気軽にお電話下さい♪
★正社員同時募集！未経験でもOKです。

あなたの‘働きたい時間’優遇します！ パートさん募集！

中津市三光佐知133

株式会社 大分和郷
☎0979-77-9104（担当／モリオカ・コンドウ）

ア

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／製造工（冷凍食品 たこ焼きの生地作成、機械オペーレーター作業）
給　与／175,000～220,000円
時　間／①6：00～15：00 ②8：00～17：00 ③15：00～00：00
　　　　交替シフト制
休　日／日・祝日、年末年始、お盆休みあり
　　　　（会社カレンダーによる）
待　遇／賞与年2回、各種保険完備、
　　　　交通費支給（当社規定）
応　募／まずはお気軽にご連絡ください。
★試用期間も同条件。試用期間後、昇給有り

製造工スタッフ募集！ フォークリフト資格者大歓迎！正

豊前市大字宇島76番28

株式会社 金子食品 豊前工場
☎0979-82-1386（担当／高尾）

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 160,000円～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）

職　種／①自動車整備士（正社員）
　　　　②自動車整備士見習い（正社員）
給　与／①月給230,000円～
　　　　②月給170,000円～
　　　　※残業・皆勤・家族・通勤手当含む
時　間／9:00～18:00
　　　　（休憩 午前・昼・午後）
資　格／①整備士2級以上
　　　　①②普通免許

待　遇／各種保険完備、退職金有
　　　　有給休暇有
応　募／まずはお気軽に
　　　　お電話下さい！

自動車整備士募集！正

築上郡築上町有安367番地1

辻自動車工業 株式会社
☎0930-56-0678（担当／辻）

内　容／古本・ゲーム・CDなどの販売、買取業務
給　与／時給780円
時　間／①9:30～15：00 ②9:30～17：30 ③17:30～21：00
　　　　※上記時間以外でも3h～ご相談下さい。
　　　　※週2・3日でもOK！※高校生不可
応　募／まずはお気軽にお電話ください。

★契約社員も募集してます！

長期アルバイトスタッフ募集！ア

豊後高田市高田2255-1番地
ショッピングイオンタウン内

古本市場 豊後高田店
☎0978-24-0048（担当／西村）
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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 ❸どこで「FREE」を入手しましたか？
　　　　　❹今後FREEで見たい企画があれば教えてください。
宛　　先 ハガキ→ 〒871-0162 中津市永添2636-24　株式会社ADP「FREE 2月号プレゼント係」

携帯からでもOK

ハガキ又はメールで応募して、素敵な読者プレゼントをゲットしよう！

メール→ free.nakatsu@gmail.com ※応募はお1人様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）

©2016,2018 SANRIO CO.,LTD.

『パスポートペアチケット』（入園+アトラクション）
有効期限 2018/7/31 ペア5組10名様にプレゼント!

ポムポムプリンやシナモンなど人気キャラク
ターたちの世界で写真を撮ったり、ゲームをし
て楽しむ体験型アトラクションが登場！

新アトラクション
「サンリオキャラクターヒルズ」
4月23日（月）より
料／パスポートチケット
（入園+アトラクション）…2,900円
問／ゲストインフォメーション 
☎0977-73-1111   
詳／http://www.harmonyland.jp/

04
ハーモニーランド

応募締切
2018.4.10（火）

必着

詳しくは

『1,000円分のお食事券』を３名様にプレゼント!

鉄板料理は敷居が高そうに感じる人も
多いが、このお店の最大の魅力はカ
ジュアルな空間の中、リーズナブルな
価格で料理を堪能できること。本格的
な鉄板料理を中心に一品メニューまで
楽しめ、仕事帰りでも、ハシゴの2軒目
でも利用しやすい人気店「ふくろう。」
に是非足を運んでみて欲しい。
※おつりは出ません

01
ふくろう。

ふくろう。    ☎ 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）

 

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。

N E X T  F R E E   2 0 1 8 . 4 . 2 0 . P U B L I S H !

『1,000円分のお食事券』を３名様にプレゼント!

ダクゥイ三光店のシェフが人気のメ
ニューを残しつつ、シェフのこだわり食
材を使った新メニューも充実させ、リ
ニューアルオープンしました。創作パス
タやピザのメニューも増えました。サラダ
のドレッシングも引き続き販売中です‼
※おつりは出ません

03
Pasta&Pizza 501

Pasta&Pizza 501   ☎ 0979-43-6700 中津市三光土田199    営／昼11：30～14：30（O.S）
夜17：30～20：30（O.S）　休／木曜日

 

『1,000円分のお食事券』を３名様にプレゼント!

幅広い年代のお客様から愛される『あ
かとら』は家族連れはもちろん仕事仲
間や友達同士でもご満足頂ける料
理、ドリンクが用意されています。あかと
ら自慢の刺身盛合せ、旬の海鮮を食
べに行こう！！
※おつりは出ません

02
居酒屋あかとら

居酒屋あかとら　☎ 0979-64-6768  中津市中殿町3-30-3　　
営／17:30～24:00（LO 23:00）　休／なし






