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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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記念プレート
850円（税込）

いろいろな国の料理を堪能できる

地球屋の「記念プレート」。

豆腐を使ったヘルシーチーズケーキと

ココナッツのアイスがのった

プレートを記念日にぜひどうぞ!

￥3,500～飲み放題コース

ご準備しています。

海老とソフトひれかつ定食
1,300円（税込）

プリプリの大海老と

ヒレの一番良い所を使って、

オーダーが入ってからパン粉を

つけて高温でさっと揚げたカツが絶品。

また、ガス釜で炊いた白米も

食欲をそそります。

この秋プチ贅沢な定食を

キャロットでどうぞ。

中津市大字上宮永146-1　
☎0979-24-3977
◯営 11:00～14:00/17：00～21：00　
◯休 火曜日、第2月曜日

キャロット

中津市島田仲町363-12　
☎0979-22-6622
◯営 17:00～25:00
◯休 月曜

地球屋
ちきゅうや

今月の表紙
地球屋

『記念プレート』

Cover

今月の
おすすめランチ

L unch





いちぢくのショートケーキ
410円（税込）

大貞店
中津市大貞354-4　☎0979-32-5636
◯営 7:00～20:00　◯休 元旦

福沢通り店
中津市島田771-1　☎0979-22-5000
◯営 9:00～20:00　◯休 元旦

http://www.mahounoki.jp

石窯工房 魔法の樹
いしがまこうぼう まほうのき

朝もぎの新鮮ないちぢくを使用した

ショートケーキ。

GOURMET REPORT 01
THI S MONTH ' S

03

GOURMET REPORT 02
THI S MONTH ' S

秋の便り（オレンジショコラ）
378円（税込）

チョコレートが恋しい季節になりました。

オレンジの爽やかさを加えた

やさしいケーキに仕上げてみました。

中津市京町1443-1　
☎0979-53-7775
◯営 10:00～20:00
◯休 日・月曜

Vision Cafe
ゔぃじょん かふぇ
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くるみ最中
194円（税込）

中津市大字上宮永71-12　☎0979-22-0815
◯営 8:00～17:00　◯休 日曜日・第４月曜日
（お節句時期、年末年始は変わることがあります）

http://nakatsukanei.com

中津菓子 かねい
なかつがし かねい

GOURMET REPORT 04
THI S MONTH ' S

厳選されたもち米から造った最上級の最中種の中には

100%北海道小豆を丁寧に風味豊かに炊き上げた

香ばしいあんがぎっしり詰まっています。

その中にたっぷりとくるみを入れて今までにない

和菓子のおいしさを。

GOURMET REPORT 03
THI S MONTH ' S

中津市沖代町1丁目446-11　
☎0979-64-6328
◯営 9:00～19:00　◯休 第三水曜日
http://maruendo.com

菓子舗 丸円堂
かしほ まるえんどう

9月24日（水）は十五夜です。丸円堂では

まんまる黄色いお月様をみたてた「お月見だんご」を

限定販売いたします。

さらさらの口溶けの良いこし餡を

黄色いういろうで包み込み、

きな粉をうっすらトッピング!

あっさりさらさらの食感をお楽しみください。

お月見だんご
140円（税込）
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GOURMET REPORT 05
THI S MONTH ' S

栗の実ロール 
368円（税込）

中津店
中津市中殿町3丁目27-9　☎0979-23-0812
◯営 9:00～20:00　◯休 元日

イオンモール三光店
中津市三光佐知1031　☎0979-26-8359
◯営 9:00～21:00　◯休 無休

宇佐店
宇佐市大字四日市503-1　☎0978-33-0177
◯営 9:00～19:00　◯休 元日

http://eshop.kikuya-oita.net

お菓子の菊家
おかしのきくや

くるみを混ぜたスポンジ生地で、

マロンクリームとクリームムスリーヌをサンドした

栗の実ロールのケーキです。

この秋一押しの商品。

GOURMET REPORT 06
THI S MONTH ' S

いももち（金・土曜限定）
97円（税込）

さつまいもは鹿児島からお取り寄せ。

あらゆる種類のさつまいもを試し、

いももちに合うべき品種にたどり着きました。

さつまいもがおいしい、今!

この時!ぜひお試しあれ!

（あんなしも有ります）

中津市萱津町2026　
☎0979-22-1295
◯営 9:00～18:30　
◯休 日曜日、祝日

進栄堂
しんえいどう





安納芋のチーズケーキ
380円（税込）

現店舗
築上郡吉富町広津364-2 ☎0979-31-0374
◯営 10:00～17:00　◯休 火曜日
新店舗（11月中旬移転OPEN予定）
築上郡吉富町小犬丸58-1 ☎0979-31-0374
◯営 10:00～17:00　◯休 日曜日
www.facebook.com/andcafe20160327

アンドカフェ

化学肥料不使用の畑で育った

栄養価の高い安納芋を

じっくり時間をかけて焼き芋にし、

なめらかな口当たりに仕上げました。

クリームチーズのほのかな酸味が

安納芋の自然な甘さを更に引き立てる

オススメの一品です。

新店舗が11月中旬移転OPEN予定です!

GOURMET REPORT 07
THI S MONTH ' S
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GOURMET REPORT 08
THI S MONTH ' S

いちじくのタルト
420円（税込）

アーモンドを香ばしく焼いたタルトに、

築上鶏卵さんが丹精込めて育てた

いちじくを乗せました。

豊前市岸井188-1　
☎0979-84-0304
◯営 10:00～18：30　
◯休 火曜日・月1回不定期で水曜日

ケーキハウス 四季
けーきはうす しき





11

ゲストインフォメーション　☎0977-73-1111

ハーモニーランドの「ハッピーハロウィーン」

仮装キャラクターたちによるハロ
ウィーンイベントを開催中！また、
10/27（土）には大分県最大級
のナイトイベント「ハロウィーンス
ペシャルナイト」も開催！みんなで
仮装して、盛り上がろう！     
［所］ハーモニーランド
［時］10月31日（水）まで開催中
［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/

田染荘収穫祭

中世の荘園村落の景観を今に残
す田染荘で行われる、体験交流イ
ベント。昔ながらの稲刈り体験は
誰でも自由に参加できます（13時
頃～）。また、当日11時からは、荘
園マルシェも開催します。中世衣
装の貸出もあります。（１着300
円、要事前予約）［所］豊後高田
市田染小崎2596［時］10月１４日
（日）11：00～（雨天中止）

NEWS & EVENT

©'76,'96,'99,'01,'05,'12,'18 SANRIO

世界で初めて、天の川を一粒一粒の星の集まりとして正確に表現した「MEGASTAR」。「SUPER  
MEGASTAR-Ⅱ」は、1等星から13等星までの恒星や星雲、星団、銀河など、肉眼では見分けることのできない
微細な星が忠実に再現されており、まるで本物と見間違えるかのような荘厳な星空に包まれます。

2,200万個の星を映し出す
「SUPER MEGASTAR-Ⅱ」が大分初上陸！！

MEGASTAR（スーパープラネタリウム）

■会期中同時開催（有料）

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下、JAXA）と国立研究開発法人海

洋研究開発機構（以下、JAMSTEC）の全面的な協力のもと、「未知への挑戦～夢

を追う人々～」をテーマとして、実際のロケットエンジンをはじめ、ロケットや調査船の

大型模型や小惑星や深海の映像により、生活圏の拡大、深海へ宇宙へ、そして、生

命の起源、深海か宇宙かという研究成果を紹介。最先端の科学技術への関心や未

知への探求に思いを馳せる契機となることを願い、開催いたします。

［所］大分県立美術館） 1階 アトリウム／特設会場 3階 コレクション展示室（一部）

［料］無料

大分県立美術館　 ☎ 097-533-4500

開催日／10月2日（火）～11月25日（日）
　　　　10:00～19:00 ※金曜日・土曜日は20:00まで

豊後高田市農業ブランド推進課 ☎0978-22-3100

リユース ！ フリーマーケット　～ワクワク夢市場～

10月は「３R（リデュース・リユース・リサ
イクル）推進月間」です。リユース（繰り
返し使う）の推進を目的としたフリー
マーケットが開催され、会場では約
100店舗の出店があります！掘り出し
物が見つかるかもしれませんので、みな
さんこの機会にぜひお越しください！！
［所］ダイハツ九州アリーナ（中津市大
字大貞）［料］雑がみ（お菓子の箱や
食品の箱など）１つ※上履きとくつ袋を
をご持参下さい。［時］10月21日（日）
10:00～13:00

中津市役所清掃課 ☎0979-24-5374

takagi presents 
TGC KITAKYUSHU 2018 
by TOKYO GIRLS COLLECTION
史上最大級のファッションフェスタ「東京
ガールズコレクション」の地方創生プロジェ
クトとして、今年も開催されます。TGCでも
人気のモデルや話題のゲスト、アーティスト
など豪華出演者が大集結!
［所］西日本総合展示場新館
［時］10月６日（土）
開場 13:00 開演 15:00
終演 19:00

産業経済局ＭＩＣＥ推進課 ☎093-551-8152

※予定は変更になる場合もございます。詳細は主催者に、直接お問い合わせ下さい。

［所］大分県立美術館  3階 展示室B（一部） ［料］一般 500円、大学・高校生 400円 ※中学生以下は無料　

※上映時間は10:10から30分ごとの入替制。
最終18:10～（金・土曜日は19:10～）

未知への挑戦～夢を追う人々～ 「海と宙の未来」展
そら
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NEWS & EVENT

※予定は変更になる場合もございます。詳細は主催者に、直接お問い合わせ下さい。

三光コスモス祭り実行委員会事務局　☎0979-43-2050

三光コスモス祭り
八面山の裾野、三光下田
口・成恒の水田16ヘクター
ルに3,000万本のコスモス
が咲き誇ります。開催期間
中は農産物や特産物の販
売、歌やダンスなどのステー
ジイベント（土・日・祝）が行
われます。

［所］コスモス園（中津市三光下田口・成恒）
［時］10月14日（日）～11月4日（日）　10:00～15:00　時間外も見学は可能
［料］無料

第7回やばけいアンファンマルシェ

子どもたちを主役として、親子
で地域の方々との交流を目的
とするイベント。今年も育児相
談コーナー、フリーマーケット、
ステージ発表、作品展示、スタ
ンプラリー、抽選会やシャボン
玉と風船を飛ばす催しを予定し
ています。
［所］耶馬溪支所前駐車場
［時］10月21日（日）10：00～

アンファンマルシェ事務局 ☎080-6410-7656





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

●

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
カスタムG SA-2
パール 2万円

回×

（
税
込
）

.36
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.36
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.36
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ

月 ：々23,652円（税込）×60回
ボーナス：54,000円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

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

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
ダイハツ
トール

スズキ
キャリィ KC
エアコン・パワステ

4WD
5MT
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11月11日（日） 開会式 9：30～（受付8：00～）

オリンピックデーラン中津大会実行委員会事務局 ☎0979-22-1111 内線472

2018オリンピックデーラン中津大会

オリンピアンとのジョギング（２km）等を通じて、オリンピックを身近に感じて頂く

イベントです。今年は体操の田中和仁さんやウエイトリフティングの三宅宏実さ

ん他が参加します。全員に「オリジナルTシャツ」等の参加賞もありますので、詳

細はお問合せください。［会］大貞総合運動公園野球場（荒天時：中津市総合

体育館）［料］一人につき３００円（大人・子ども同額）※未就学児参加無料（た

だし保護者など同伴が必要）

開催日／10月20日（土）

北九州－中津ウオーキング大会実行委員会 ☎093-582-5510

北九州－中津ウオーキング大会2018

北九州市をスタートし、ゴールの中津市中央公園グラウンドを目指します。歩く距

離に応じて、ミクニワールドスタジアム北九州をスタートする54kmのロングコー

ス、苅田町役場をスタートする34kmのミドルコース、宇島港緑地をスタートする

7kmのショートコースの３つのコースがあります。［会］北九州市スタート、中津市

中央公園グラウンドゴール［料］●ロングコース（54km）3,000円●ミドルコー

ス（34km）2,000円 ●ショートコース（7km）500円※当日申込は参加料各

500円増 ※小学生以下無料

NEWS & EVENT

※予定は変更になる場合もございます。詳細は主催者に、直接お問い合わせ下さい。

ロングコース…54km　7時30分スタート
ミドルコース…34km　9時スタート
ショートコース…7km　13時スタート※申込期限 10月5日（金）

※申込期限 10月26日（金）

東京パラ バドミントンマレーシア代表
中津市で事前キャンプを行い
子どもたちとふれあい交流学習も

2020年東京パラリンピックに向け、マレーシア代表チーム（8名）が9月3日（月）

から7日（金）まで中津市のダイハツ九州アリーナで事前キャンプを行いました。

選手の中にはマレーシアの星と言われ、東京パラでも金メダル候補でもある

SU5（立位・上肢障害）クラスの男子シングルス世界ランク1位のチア・リエ

ク・ホー選手の姿も。トレーニングパートナーとして、WH1（車いす）クラス世界

ランキング4位の長島選手や同じくWH2（車いす）クラスの11位の渡辺選

手、県内上位の選手も加わり充実したトレーニングをしていました。

4日（火）には、大幡小6年生が体育館を訪れ、代表チームとふれあい交流学

習をしました。奥塚市長のあいさつの後、選手たちがプレーを披露。車いすで

のパラバドミントンを目の前で観ていた児童からは、驚きの声があがっていまし

た。その後、児童たちも一緒にラリーを楽しんだり、質問コーナーでは元気に

手を上げて質問する児童たちに選手、コーチが気さくに応えてくれました。

中津市はダイハツ九州㈱の関連工場がマレーシアにあることなどから、国立

スポーツ研究所と覚書を締結しており、来年もアーチェリー、7人制ラグビーな

どマレーシア代表チームの事前キャンプの計画を進めています。

［問］中津市体育・給食課　☎0979-22-1111

中津市体育・給食課　☎0979-22-1111
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開催日／10月8日（月） 9：00～

由布院温泉観光総合事務所 ☎0977-85-4464

第44回 由布院牛喰い絶叫大会

大自然の中の牧草地を特別に開放した特設会場にて、地元で育った豊後ゆふ

いん牛のバーベキューセット（入場券）を購入していただき、炭火焼を楽しんでい

ただく。豊後ゆふいん牛を堪能した後は、参加者それぞれが思いの丈を絶叫し、

声の大きさや絶叫内容の面白さなどで審査が行われ、優勝者には豪華賞品が

贈られます。

［所］湯布院町並柳牧場

開催日／10月13日（土） 13：00～15：00

中津市役所介護長寿課 ☎0979-22-1111（内線736）

世界アルツハイマーデー記念講演会

今回は、講師に公益社団法人認知症の人と家族の会顧問の、髙見国生先生

を迎えて、「介護家族が話し合うことの大切さ～認知症になっても暮らしやすい

社会に～」を演題にお話しして頂きます。認知症の方の支援を考える上で、その

家族の支援も非常に大切になります。今回は、介護家族に視点をおき、介護家

族同士が繋がる事の大切さについてお話して頂きます。

［所］中津市教育福祉センター

NEWS & EVENT

※予定は変更になる場合もございます。詳細は主催者に、直接お問い合わせ下さい。

大分県立中津東高等学校　☎0979-32-3800

中津東高マーケティング部が
「第17回九州地区高等学校
生徒商業研究発表大会」で優秀賞、
初の全国大会に出場します

7月２６日（木）、商業系の高校生が地域活性化などへの取り組みを発表す

る、『第４5回 大分県高等学校生徒商業研究発表大会』が大分市で開催

され、中津東高校マーケティング部が最優秀賞を受賞し、九州大会の出場

権を獲得しました。

その後８月17日（金）に行われた、九州各県の代表９校（大分県からは中津

東高校と大分商業高校）による「第１７回九州地区高等学校生徒商業研

究発表大会」に出場。着眼点や分かりやすさなど複数の項目で審査が行わ

れた結果、見事に優秀賞を受賞し、最優秀賞を受賞した小林秀峰高校（宮

崎県）とともに、１１月に静岡県で開かれる「第２６回全国高等学校生徒商

業研究発表大会」に出場することになっています。同校マーケティング部が

全国大会に出場するのは初めて。

［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）

第４６回大分県高等学校生徒商業研究発表大会「最優秀賞」、第１７回九州地区高等学校
生徒商業研究発表大会「優秀賞」に選ばれた中津東高マーケティング部の生徒たち

地域活性化の一環として取り組んだ「女子会マルシェ」などのイベントを行っている様子。
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JOB GUIDE

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／ホール・レジ
給　与／時給750～800円
　　　　※経験により優遇
時　間／18:00～22:00
休　日／火曜・日曜
応　募／随時面接致しますので
　　　　電話連絡の上ご来店下さい。
★週3～5日勤務出来る方
★年齢・男女問わず
★学生さん大歓迎！

ホールスタッフ募集！

中津市島田198

居酒屋てっちゃん
☎0979-22-8009

ア

てっちゃんてっちゃん
居 酒 屋  居 酒 屋  

職　種／接客・調理補助
　　　　※ホールでの接客や
              簡単な調理補助
給　与／時給850円～
時　間／18:00～22:00の間で
           2～4時間程度
休　日／第2・4火曜日定休 他シフト制
　　　　※土日祝に勤務できる方大歓迎！
　　　　※時間・曜日は相談に応じます！
応　募／まずはお気軽にお電話ください。

18～60歳の女性活躍中！

中津市豊田町3-4-8

焼肉レストラン 平安
☎0979-23-4089

パ ア

勤務地／中津市立中津市民病院（中津市大字下池永173番地）
職　種／①栄養士  ②食器洗浄
内　容／①献立作成、発注、メニュー企画、提供など
　　　　②食器洗浄機を使用しての洗浄、下膳、食器の片付けなど
給　与／①900円  ②800円
時　間／①5：00～14：30（休憩90分）、9：00～18：30（休憩60分）
　　　　②17：30～19：30
　　　　※勤務 ①週5日 ②週4日～5日
休　日／シフト制（①4週8休）
資　格／①栄養士資格  ②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）
　　　　①のみ社員登用制度（入社６ヶ月以降）、試用期間（２ヵ月）
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。
事　業／コントラクト・レストラン事業
　　　　★【栄養士】社員登用制度があるから長期的に安定して働けます。
　　　　★【食器洗浄】午前中の短時間のお仕事なので働きやすい職場です。
　　　　研修期間を設けているので、未経験の方もお気軽にお電話下さい。

資格や家事のスキルを活かして働きませんか♪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（西洋フード・コンパスグループ 応募受付センター／受付10：00～19：00）

内　容／取引先での軽作業
給　与／時給800円
時　間／8:00～17:00の間で4～5時間
資　格／運転免許
応　募／電話連絡の上、履歴書を
　　　　ご持参ください。
★週3日程度でもOK
★好きな時間でOK
★年齢・男女問わず

好きな時間で働けます！

築上郡吉富町広津722

築上金属㈲ 吉富営業所
☎0979-22-9280（担当／金井）

パ ア

職　種／①美容師  ②美容師見習い
給　与／①月給 230,000円～
           ②月給 153,000円～
時　間／　10:00～19:00
　　　　　10:00～18:00（日曜・祭日）
休　日／完全週休2日制（月曜日＋他）
待　遇／各種保険完備、残業手当有り
応　募／電話連絡の上、履歴書をご持参下さい。
★美容師は短い時間で楽しく働けます♪
　子ども達の美容塾も併設し練習環境も整っています。
★来春新卒者も大歓迎！ 職場見学も随時受付中！

初心者大歓迎！ パートタイムも同時募集！！

中津市中殿町3丁目11-6

美容室 ZERO CLUB
☎0979-64-8990（担当／塚口）

正 パ

a

b

職　種／①洋菓子パン販売スタッフ
　　　　②洋菓子製造スタッフ
給　与／①6:30～15 :30  11:00～20：00（シフト制）
　　　　②7:00～16：00  　9:00～18：00（シフト制）
【共通要項】
資　格／高卒以上。未経験も方も安心して応募下さい。
給　与／月給155,000円～165,000円（通勤手当、賞与有）
休　日／月8日程度、年始3日程度
勤務地／大貞店・福沢通り店
待　遇／制服貸与、各種保険有、通勤手当、賞与（前年度実績有）
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
★パートさんも同時募集！ 時給800円～ 時間・休日はご相談ください。

スタッフ募集します♪

中津市大貞354-4

石窯工房 魔法の樹
☎0979-32-5636（担当／梅林）

正 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

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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ふわとろ豆富どんぶり

COLUMN 02

RECIPE

■練習場所・時間／
沖代小学校（中津市）
月・水曜 17：00～19：00　土・第1、3、5日曜 13：30～17:00
第2、4、8日曜 8：00～12:30　祝日 13:00～17：00または8：00～12：30

■お問合せ先　TEL.090-7473-8572（佐々木父母会長）

平成元年に創立されてから、部員も6年生から1年生
まで現在14名と単独チームで活動できるようになりま
した。一生懸命声を出し、日々全力で練習に取り組ん
でいる姿に、私もお父さんやお母さんたちと一緒に応
援しています。大会での上位進出を目指してこれからも
頑張っていきましょう!

■監督、コーチからチームの子ども達へ“応援メッセージ”をおねがいします！

スポー
ツする子ど

もたちを応援するコーナー

ファイト

村松監督

沖代ジュニア（女子バレーボール）

●ごはん
●豆腐
●たまご
●わかめ
  （食べやすい大きさに切る）
●しらす
●油揚げ
  （食べやすい大きさに切る）
●ごま

2杯分
1丁
1個
5g

適量

10g
適量

適量
適量

●めんつゆ（3倍濃縮）
●水
●ポン酢
●しょうゆ
●しょうが（すりおろす）

●のり
●万能ネギ（きざむ）

50cc
100cc

大さじ1と1/2
大さじ1
少々

❶ 鍋でAを合わせ、わかめ、油揚げを加えて
ひと煮立ちさせます。
❷ いったんわかめと油揚げを取り出したうえで、
豆腐を鍋に入れて適当にくずします。
❸ 鍋から取り出したわかめ、油揚げと、ごま、
のり、しらすをご飯に混ぜます。
❹ 溶いたたまごを②に加えて、ふんわりと
とじます。
❺ ③を器に盛り、その上に④をかけます。
お好みでのりと万能ネギをふれば出来上がり。

※溶いたたまごは、鍋がぐらぐら沸騰している
タイミングで入れると、ふんわりと仕上がります。

お手軽だけど栄養満点

A

材料（2名分）



BOOKS

ダンス・ダンス・ダンスール 10巻
ジョージ朝倉

Future Pop
Perfume

機動戦士ガンダム-ORIGIN-VI-
赤い彗星

アニメ ●’18年・日 ●総監督／安彦良和 ●声の出演／池田
秀一、古谷徹、浦山迅、銀河万丈 ほか ●バンダイナムコアーツ

●著者／ジョージ朝倉 ●出版社／小学館

少年達の全霊―コンクール出場、結果。初のコン

クール・YAGPに臨むべく尼崎に降り立った潤平

だったが、流鶯がYAGPではなくロシアで開催されて

いるワガノワ・プリに出場している最中であることを

知る…！！ 潤平が「流鶯と闘う」という本来の目的を見

失しなう中、YAGPシニア男子の審査は始まったー。

ジョージ朝倉が挑む、男子バレエ物語が今熱い!!

前作から約2年ぶりとなるアルバムは、オリジナ

ルアルバムとしては通算7枚目となり、日本テレ

ビ水曜ドラマ｢東京タラレバ娘｣主題歌の

「TOKYO GIRL」、「If you wanna」、映画『ちはや

ふる －結び－』主題歌でもある「無限未来」の

他、 CMで使用されていたカップリング曲や、今

作のために録り下ろした新曲も多数収録。

日本アニメ史の金字塔「機動戦士ガンダム」に新

たな解釈を加えて描き大ヒットを記録したコミック

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』のアニメシ

リーズ第6弾にして完結編。前作で幕を開けたルウ

ム宙域での会戦“ルウム戦役”の結末が描かれ、

一年戦争の始まりとなった激戦の全容が明らかに

なる。引き続き安彦良和が総監督を務める。

●アーティスト名／Perfume ●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）

旅する本の雑誌

鉱物のテラリウム・レシピ

引火点

大人は泣かないと思っていた

正義の申し子

本の雑誌編集部／編（本の雑誌社）

さとう かよこ／著（玄光社）

笹本 稜平／著（幻冬舎）

寺地 はるな／著（集英社）

染井 為人／著（KADOKAWA）

クレヨンしんちゃんのまんが日本の偉人

世界一おもしろいペンギンのひみつ

へんなともだちマンホーくん

インクレディブル・ファミリー

だんごたべたいおつきさま

臼井 儀人／キャラクター原作（双葉社）

上田 一生／監修（サンマーク出版）

村上 しいこ／作（講談社）

スーザン・フランシス／作（偕成社）

すとう あさえ／文（ほるぷ出版）

人気の本（予約の多い本）
タイトル 著者（出版社）

未来

ファーストラヴ

かがみの孤城

湊 かなえ／著（双葉社）

島本 理生／著（文藝春秋）

辻村 深月／著（ポプラ社）

平成30年8月24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

9/26（水） レンタル開始 DVD 9/12（水） 好評レンタル中 COMICS 9/1（土） 好評レンタル中 CD

これイイネ!

ロングヒット!

NOW ON WATCH

住野 よる：著／双葉社

君の膵臓をたべたい

偶然、僕が病院で拾った1冊の文庫本は、クラスメイトである

山内桜良の秘密の日記帳だった。そこには、膵臓（すいぞ

う）の病気で彼女の余命があまり残っていないとつづられて

いた―。2018年9月に公開されたアニメ映画の原作『君の

膵臓をたべたい』のジュニア版です。

児童書

一般書

久恒 啓一：作／さくら舎

100年人生の
生き方死に方

人生100歳時代が到来しつつある今、90歳

から107歳まで、人生100年時代を生き切っ

た先人81人が遺した名言を紹介します。

著者の久恒啓一さんは中津市の出身です。
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PRESENT

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 10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）

『パスポートペアチケット』（入園+アトラクション）
有効期限 2019/1/31ペア5組10名様にプレゼント!

ハロウィーンパレードや仮装キャラクターとの
グリーティングなど、楽しいハロウィーンイベン
トがいっぱい！今年はキティちゃんの仮装が、
こわかわいい！？
ハーモニーランドの
「ハッピーハロウィーン」
10月31日（水）まで開催中
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
2018.10.10（水）

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 . 1 0 . 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!

中津に居ながら「世界旅行気分」を味
わえる多国籍料理を楽しめるお店で
す。世界の様々な料理を地球屋流に
アレンジしたオリジナルメニューはお酒
にぴったりなので、仲間との飲み会や
女子会にもオススメ ！普段は食べられ
ないような、一風変わった料理を是非
お楽しみ下さい。※おつりは出ません。

02
地球屋

地球屋　☎ 0979-22-6622    中津市島田仲町363-12   営／17:00～翌1:00（L.O.24:30）
休／月曜日

進栄堂　☎ 0979-22-1295    中津市萱津町2026
営／9:00～18:30　休／日曜日・祝日

●セブンイレブン（是則店・中津下池永店・中津沖代店・中津大新田店・中津相原店・中津東浜店・中津牛神店・

中津万田店・中津駅北店・今津大橋店・中津本耶馬溪町店）

●ローソン（相原店・中津田尻店・上如水店・中津中央町店・下池永店・犬丸店・本耶馬溪町・山国町店・永添店）

●ファミリーマート（中津駅店・中津大貞店・大悟法店・中津牛神店・中津宮夫店・中津北店・中津中殿店・

中津中央町店・中殿店・中津宮永店・永添店）

●セブンイレブン（豊前郵便局前店・豊前三毛門店・豊前四郎丸店・豊前岸井店・豊前八屋店・

上毛町役場前店・椎田八田店・椎田臼田店）

●ローソン （豊前千束店・豊前久松店・築上大平店・築上有安店）

●ファミリーマート （豊前警察署前店・豊前市役所前店・築上吉富店）

●セブンイレブン（閤店・宇佐店・宇佐別府店・四日市店・江須賀店・新地店・上田店）

●ローソン（山下バイパス店・四日市店・辛島店・長洲店・宇佐和気店・拝田店）●ファミリーマート（宇佐中央店）

●ローソン（犬田店） ●ファミリーマート（新地店）●セブンイレブン（新栄店・新町店）

中津エリア 

豊前・築上エリア 

宇佐エリア 

豊後高田エリア

●ゆめタウン中津内（1Fミスタードーナツ前、1F北口、3F駐車場入口） ●スーパー細川 万田店 ●TSUTAYA 中津店

●道の駅なかつ ●ダテフラワー（サンリブ中津店内） ●ヤマダ電器/テックランド中津店 ●ベスト電器NEW中津店

●ナフコ 中津店 ●魔法の樹 大貞店 ●宝来軒 バイパス店 ●自由空間中津池永店 ●ダイレックス 中津中殿店

●ケーズデンキ中津店

●豊前ふれあい市場（フレスポくぼてん内）●湯の迫温泉 大平樂

●ルミエール苅田店 ●行橋パワーセンター生鮮一番館 ●TSUTAYA コスタ行橋店 

●ヤマダ電機 九州テックランド行橋店

●ミスターマックス 宇佐店 ●ナムコ ミスターマックス宇佐店

中津エリア
 

豊前・築上エリア 
行橋エリア

宇佐エリア  

●中津市役所 ●中津文化会館 ●中津耶馬溪観光協会（JR中津駅北口）●JR東中津駅 ●JR今津駅

●中津商工会議所 ●中津城 ●やすらぎの郷 ●西谷温泉 ●金色温泉 ●本耶馬溪支所 ●耶馬溪支所

●山国支所●大分銀行 ●中津市社会福祉協議会 ●九州労働金庫中津支店●豊和銀行中津支店

●大分みらい信用金庫 ●北九州銀行中津支店 ●中津市地域活性化室（旧今津公民館）

●築上町役場 ●築上町築城支所  ●天狗の湯 ●卜仙の郷 

●豊前市役所 ●豊前商工会 ●西日本シティー銀行豊前支店 

●道の駅 豊前おこしかけ ●福岡ひびき信用金庫豊前支店 ●吉富フォーユー会館 

●吉富町役場 ●吉富町商工会 ●豊和銀行豊前出張所 ●道の駅 しんよしとみ

●上毛町役場 ●上毛町商工会 ●汐湯の里 ●JR吉富駅 ●JR宇島駅 ●JR豊前松江駅

●宇佐市役所 ●まほろば物産館 ●かんぽの郷 ●まほろば温泉

●健康交流センター花いろ温泉 ●豊後高田市役所

●豊後高田市立図書館 ●豊後高田商工会議所

中津エリア 

豊前・築上エリア 

宇佐エリア 
豊後高田エリア

●スーパー細川 沖代店 ●デリマート かなえだ●ファディ 中津店 ●サンエイト田尻

●スーパー細川 豊前店 ●トレードマート 豊前店 ●マルミヤストア 吉富店

●ルミエール椎田店 ●ルミエール行事店

●スーパーバリュー宇佐店 ●コメリ 宇佐店 ●新鮮市場 宇佐店 ●ヤマダ電器 宇佐店

●K'sデンキ 宇佐店 ●コメリ 長洲店 ●ナフコ宇佐 ●ホームセンターセブン 宇佐店

●ホームセンターセブン 四日市店 ●トキハインダストリー 長洲店 ●ダイレックス 宇佐店

●ホームセンターセブン 高田店 ●ヤマダ電器 高田店 ●スーパーあさの ●コメリ 高田店

●グリーンセンター 高田店●トキハインダストリー 高田店

中津エリア 
豊前・築上エリア 
行橋エリア 
宇佐エリア 

豊後高田エリア 

スーパー大型ラック設置施設

公共施設コンビニ

『マフィン４個入り』を3名様にプレゼント!

生地のやわらかさと、しっとり加減。バ
ターとミルクのコク。この３つの美味しさ
をとことん追求した、こだわりのマフィン
です。トッピングはオレンジ・チョコレー
ト・ブルーベリー・バナナ等々…、季節
によって50種類以上もあるので、いつ
も違う味に出会えるかも！？

03
進栄堂

©'76,'96,'99,'01,'05,'12,'18 SANRIO

※コース割引は出来ません。



GRAPHIC DESIGN ＆
COMMUNICATION

フリーマガジン
FREE
毎月20日
好評発行中!

わたしたちは、グラフィックデザインを中心に企画から取材・撮影・編集・印刷・WEB・各種媒体への

広告出稿まで一貫した企業コミュニケーション支援を行っています。

 また、企業やお店のロゴマークから看板・パッケージ・包装紙・シール・値札・ショッピングバッグまで

企業やお店の顔となる大切なブランディングの構築も

ご一緒にさせていただきます。

のぼり

A型看板

袖看板 フラッグ

懸垂幕・横断幕

店舗看板

屋上看板

◯×

大
売
り
出
し

◯×

大
商
談
会

屋外デジタルサイネージ

車両広告用
マグネット＆
ステッカー

O
PEN

SALE
BIG

タペストリー

●ロゴマーク
●名刺
●各種伝票類
●封筒
●診察券
●包装紙 
●シール
●パッケージ
●ホームページ

●チラシ
●ポスター
●パンフレット
●リーフレット
●カタログ
●メニュー
●DM
●チケット
●商品券
●手提げ袋
●Tシャツ
●看板 

イベント用
ツール

オフィス＆
ショップ用
ツール

●タオル
●カレンダー
●ポケットティッシュ
●うちわ
●エコバッグ
●メモ帳
●ボールペン
●クリアファイル

名入れ
ノベルティ

株式会社ADP／フリーマガジンFREE
〒871-0162 大分県中津市永添2636-24　TEL 0979-25-2005  www.adp-jp.com




