


10/20（土）18：00～18：30／19：00～19：30
●門司港ハーバーデッキ 野外無料ライブ

門司港ハーバーデッキ　渡辺大樹（P）・斉藤コトブキ（G）
10/22（月）20：00～ 2,500円

●Jazz ＆ Cafe BACKSTAGE

福岡市中央区大名2-4-31平子ビル1F  TEL 092-712-2828
深町善久（P）・斉藤コトブキ（G）・高山淳二（B）



中津市出身のジャズ・ヴォーカリスト、吹上綾さんがメジャーデビュー！

　中津市出身のジャズ・ヴォーカリスト吹上 綾さんが9

月19日、日本屈指のジャズ・ギタリスト岡安 芳明氏の

プロデュースにより、デビュー・アルバム『アヤ・シングス

…エンブレイサブル・ユー』をリリースした。

　岡安氏はその類い稀な才能でトッププレイヤーとして

第一線で活躍し続けているジャズ・ギタリストで、これま

でも数々の素晴らしい作品をプロデュースし、世のジャ

ズファンやジャズ・ギターファンに夢を与え続けている。

　吹上さんは、5歳からピアノを習い始め早い時期から

自身の適性と音楽性に気づき、目標に向かって精進を

重ねてきた。大学時代は、バンドでロックやフュージョン

等さまざまなジャンルを歌い、在学中にジャズクラブを訪

れたことがきっかけで、サラ・ボーンをお手本に独学でジ

ャズを歌い始めた。北九州や熊本のジャズクラブで、映

画音楽、ロジャース&ハート、エリントン、ガーシュインなど

をレパートリーに、月に10日ほどのジャズ・ライヴ活動を2

年間続け、その際に後の師匠となる岡安氏との運命の

出会いがある。岡安氏は吹上さんの歌を聴き、“君の歌

には夢がある”と言ったという。その頃から吹上さんは歌

手としてある夢を抱くようになる。“岡安さんが持つ最高

に美しいサウンド・イメージを歌で形にする”という夢だ。 

　そして、2016年に岡安氏の弟子になるために上京。

2年間レッスン漬けの日々を送り、ジャズとは何かを学び

岡安氏の描く上質なサウンドイメージやその深い知識

に基づいた美しい音色を自身の歌に浸透させるべく研

鑽を積み、そして今回デビュー作『アヤ・シングス…エン

ブレイサブル・ユー』が完成した。全12曲は2曲を除い

て、スロー・ナンバー。そのアルバムコンセプトについて、

吹上さんは「まるでストリングスを中心としたオーケスト

ラ・サウンドをホールで聴いているかのような、豊かな響

きが身体に浸透している感覚を抱いて、ゆっくりと寛い

で聴いてほしい」と言う。吹上さんが昔から好きだった往

年のミュージカルや映画に出てくるような、美しい曲が

詰まったバラード集となっている。特に曲そのものへの

慈愛の意味を込めて、なるべくストレートなメロディーを

より美しく歌う事に重きを置いた。それは吹上が憧れる

ヴォーカリストの1人、ドリス・デイを思わせるエレガントな

表現で、品良く豊かに歌い上げている。またこの作品の

中枢には、デューク・エリントンのナンバーが顔をそろえ

る。岡安氏はデューク・エリントンに造詣が深い事でも

知られており、吹上さんもその影響を受けている。そのた

め作品の中にもデュークに対する深い敬愛の匂いが漂

い、アルバム全体の深みを増しているのも聴き所の一

つである。

　岡安氏と長きに渡る盟友であるピアニスト吉田桂一

氏との強力タッグにより、映画音楽のような華やかさと

Jazzの奥深さを両立させたサウンドが、時には豊かに

時には静かに聴く者の心を躍らせる。「これまでひたむき

に憧れ続けた恩師の岡安さんと、吉田さんと共に本作

を作ることが出来た事をこの上なく幸せに感じます」と

吹上さん。 エレガントで伸びのあるパール・ヴォイスで一

心に歌う、吹上さんの鼓動をぜひ聴いて頂きたい。

PROFILE　ふきあげ・あや／12月13日生まれ、中津市出身。5歳よりピアノを始める。中学高校時代は吹奏

楽部にてフルートを担当。県の吹奏楽コンクールやアンサンブルコンテスト等にて金賞を受賞するなど、活発に

活動する。また高校時代には自身のアカペラユニットを結成、ヴォーカリストとしての活動もスタート。北九州市

立大学外国語学部にて英語を専攻、この頃よりバンドを結成し、ファンク、フュージョン、ロック、レゲエなどのジ

ャンルによる音楽表現を経験。DJとのコラボレーションや、オリジナル音源なども制作した。その後、ジャズの奥

深さに魅了され、九州を中心とした各種コンサートやライブ活動など、ジャズ・ヴォーカリストとして活動、2016

年東京へ進出。日本を代表するジャズ・ギタリストである岡安芳明氏に師事。ジャズ・ヴォーカリストとして自身

の可能性を追求し続けながら、活動の幅を広げている。

吹上 綾
A Y A  F U K I A G E

デビューアルバム
『アヤ・シングス…エンブレイサブル・ユー』
吹上綾
￥2,778+税
（What's NewRecords/Swing Cat）

ht tps ://ayavo7393. j imdo.com

01





aileのくまさん
378円（税込）

中津市沖代町1丁目462-1　
☎0979-26-0488
◯営 10:00～19：30　◯休 火曜日

夢菓房 Aile
ゆめかぼう える

バニラアイスみたいなムースに

かわいいくまさんの顔を描いてます。

サクサクパイの中にカスタードとフルーツがたっぷり。

季節限定です。お早めにチェックして下さい。

GOURMET REPORT 02
THI S MONTH ' S

中津市中殿町３丁目13-８　
☎0979-23-3311
◯営 10:00～19:00　◯休 水曜日

中津菓子工房 スイート・アンジュ
なかつかしこうぼう すいーと・あんじゅ

オレンジのチーズタルト
220円（税込）

当店自慢のタルトのお皿の中に

クリーミーなチーズ生地を流し込み、

オレンジの輪切りをのせて焼き上げました。

おやつにもお土産にもなる便利なスイーツアイテムです!!

GOURMET REPORT 03
THI S MONTH ' S

03

テリーヌ ドゥ ショコラ
1,620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

まるで生チョコレートのような濃厚な味わいと

ほろ苦くフルーティーな香りが

体温とともにゆっくりと溶けて口中に広がります。

GOURMET REPORT 01
THI S MONTH ' S





大きな栗のしっとりドラ
249円（税込）

中津市金谷2594　
☎0979-22-5343
◯営 9:00～18:00　◯休 元旦のみ

中津菓子 桃屋甚兵衛
なかつがし ももやじんべえ

桃屋甚兵衛のドラ焼は、砂糖・卵・小麦粉と

シンプルな材料でつくっております。

ずっしりと、しっとりと濃厚な

昔ながらの香り豊かな生地に、北海道小豆100%で

炊き上げたあんの中には

大きな栗が1つぶ丸ごと入った贅沢な一品です。

GOURMET REPORT 05
THI S MONTH ' S

特製ぜんざい
540円（税込）

中津市上如水1365　☎0979-32-3626
◯営 11：00～16：00　◯休 月曜日、第3日曜日
http://earthdaynakatsu10.wixsite.com/ednindex/blank-1

山望庵 コミュニティカフェスペース
さんぼうあん こみゅにてぃかふぇすぺーす

当店では地元産の小豆を使用し、

砂糖はミネラルを多く含んだ、きび砂糖を使用。

やさしい甘さがカラダにうれしい、

こだわりぜんざいをご堪能ください。

※温：玄米餅（下郷産無肥料無農薬米使用）
　冷：白玉
※お抹茶付き＋324円

GOURMET REPORT 06
THI S MONTH ' S

05

栗きんとん
230円（税込）

植野本店
中津市大字植野523-1　☎0979-32-6151
◯営 8:00～18:30　◯休 無休

ゆめタウン中津店
中津市島田１３４-１（ゆめタウン中津1F）　☎0979-23-7757
◯営 9:30～20:30　◯休 無休

殿畑双葉堂
とのはたふたばどう

大分県豊後大野産、高級和栗と当店自慢の白あんを

絶妙なバランスで配合しました。

この秋限定の豊かなコクとなめらかさを

是非、味わってください。

GOURMET REPORT 04
THI S MONTH ' S
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豊前市八屋1873-13　
☎0979-82-4344
◯営 9：00～17：00　◯休 日曜日

おの屋
おのや

モンブラン
320円（税込）

産地直送の新鮮な卵と材料にこだわった

ふわふわのスポンジに

おの屋オリジナルのマロンクリームを使用した

モンブランのケーキです。

昔から変わらず店1番の人気商品になってます。

GOURMET REPORT 09
THI S MONTH ' S

柚子浪漫
123円（税込）

豊前市赤熊１３６３-１０　☎0979-83-2714
◯営 10：00～19：00　◯休 水曜日
http://www.musashiya-passion.com

武蔵屋 パティスリー・パッション
むさしや ぱてぃすりー・ぱっしょん

和洋菓子を勉強した店主ならではの菓子で、

豊前上川底の柚子を自社加工し

風味豊かなペーストを練り込み、

和菓子の良い部分と洋菓子の素材をミックスした

和洋折衷のお菓子です。

贈答用にも最適です。

GOURMET REPORT 08
THI S MONTH ' S

07

紅芋ロール
1,944円（税込）

築上郡吉富町大字別府621-1　☎0979-26-0201
◯営 10:00～18:00　◯休 日曜日
http://www.warakudo.com
https://www.rakuten.ne.jp/gold/waraku-do/

和楽堂
わらくどう

季節限定の「紅芋ロール」。

紫芋をたくさん使用したクリームは、

人気のロールとの相性が抜群!!

GOURMET REPORT 07
THI S MONTH ' S

第4回  rakurakumarche
11月4日（日）　10：00～15：00　雨天決行
※当日の駐車場は和楽堂前のナカソネ住設駐車場にお停め下さい

お知らせ
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おでんや

ご予約・お問合せは

tel.0979-22-2185
大分県中津市日ノ出町2 -363
18：00～22：00（L .O）
定休日／日・月曜日

おでんコース…………3,000円
●小鉢三種 ●金のおでん ●黒のおでん ●焼物 ●親子丼

鍋コース………………3,000円
●小鉢 ●刺身 ●しゃぶしゃぶ又は水炊き 他

はも鍋コース…………3,000円
●小鉢 ●刺身 ●はも鍋 他

和食飲み放題コース…5,000円
●小鉢 ●刺身 ●おでん ●焼き物 ●ご飯 ●飲み放題

創
業
以
来
変
わ
ら
ぬ
味
の
お
で
ん
、

大
阪
の
老
舗
料
亭
仕
込
み
の
鍋
を

是
非
一
度
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

その他の料理も、ご予算やご希望に応じてご用意致します。お気軽にお問い合わせ下さい。

忘年会ご予約承り中！



豊前市大字久松109-5　
☎0979-82-8265
◯営 10:00～19：00　◯休 月曜日、第1・3日曜日

菓子工房 ル・クール
かしこうぼう る・くーる

おひさまマドレーヌ 三毛門かぼちゃ
216円（税込）

豊前市天然記念物に指定された

三毛門かぼちゃを使い、

しっとりとした優しい口当たりに仕上げました。

口に入れるとふわっと香る

かぼちゃの風味をお楽しみください。

GOURMET REPORT 11
THI S MONTH ' S

09

中津市永添290-8　☎0979-64-6646
◯営 10：00～18：00　
◯休 月曜日、第２日曜日
　（その他予告なしに臨時営業やお休みすることもあります）

スプンティーノ －３じのおやつ－
すぷんてぃーの －3じのおやつ－

かぼちゃプリン
320円（税込）

豊前市恒富85-1-2　☎0979-83-2217
◯営 10：00～19：00　◯休 月曜日

パレドール
ぱれどーる

裏ごしかぼちゃに

生クリーム、牛乳、卵黄を加えて

じっくり丁寧に焼き上げました。

GOURMET REPORT 10
THI S MONTH ' S

さつまいもとりんごのごまタルト
302円（税込）

今が旬のさつまいもと、

バターソテーしたりんごを敷き詰め

香ばしい白ごまをのせて焼き上げました。

3層の味を楽しめるタルトです。

GOURMET REPORT 12
THI S MONTH ' S
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NEWS & EVENT

3年振りにあの「モノヅクリサローネ」が復活 ！ 商店街から場所を移動して、今回は大

分駅南口ホルトホール横「いこいの道広場」で開催されます。県内外から約120店舗

のアート・クラフト・ハンドメイド・雑貨など、「モノヅクリ作家」さんが大集合します！「つく

り手さん」と直接会話をしていただきながら、作品を手にとることができるので、モノヅク

リの広場でたくさんの「輪」ができます。楽しいこと間違いなしのイベントです ！

［所］J：COM ホルトホール大分前「いこいの道広場」

モノヅクリサローネ実行委員会　 ☎ 090-1365-7532

開催日／11月24日（土）～11月25日（日）
　　　　10:00～16:00

※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。

開催日／～11月25日（日） 17：00～22：00

国民文化祭 障害者芸術・文化祭中津市実行委員会 ☎0979-22-4942

国民文化祭おおいた大会 髙橋匡太による
ライティングプロジェクト『ムーンリバー』

第33回国民文化祭・おおいた2018のリーディング事業です。中津市内の児

童をはじめまちを行き交う人々が書いた「みらいのともだち」宛のボトルメール約

4,000個に光を灯し、商店街アーケードに設置します。商店街を流れる「光の

川」は圧巻。来場者もボトルメールを書き、だれかが書いたものと交換できる参

加型の作品です。［所］日ノ出町商店街

アート・クラフト・雑貨など『モノヅクリ作家』が大集合 !

「Monozukuri Salone」 モノヅクリサローネ 2018 
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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。

島田仲町商店会事務局　☎090-9723-2332（宮本）

第9回仲町オープンカフェ・秋の音楽祭
飲食屋台出店・生演奏（太鼓
チーム、地元バンド等）アトラク
ション（ビール早飲み・おでん
早食い等）・カラオケ大会等も
りだくさんです。主催／島田仲
町商店会 後援／中津商工
会議所・NPO法人中津まちづ
くり協議会［所］島田仲町商
店街（商店街特設野外ステー
ジ）［時］11月4日（日）11:00
～21:00 ［料］無料

大分行政監視行政相談センター　☎097-533-1100

くらし・行政なんでも相談所～その困りごと、相談してみませんか！～

国や県、市といった行政機関の担当者の
ほか、弁護士（※）、司法書士（※）、行政書
士などが一堂に会し、行政に関する相談を
始め、生活の中で困っていることや気にな
ることについてご相談をお受けします。※弁
護士及び司法書士は先着順にそれぞれ8
人まで、一人（組）25分まで
［所］中津市役所本庁舎3階大会議室
［時］11月１日（木）10:00～15:00（受付は
14：30まで）［料］無料

開催日／10月28日（日）～11月25日（日）

中津市山国支所 地域振興課  ☎0979-62-3111

やまくにかかしワールド

色づいた山 と々稲刈りが終わった田んぼに作られたかかし。

童謡が似合うノスタルジックな空間を生み出し、訪れる人 を々子どものころのふ

るさとに誘います。山国のかかしは顔を書いていないのが特徴で、見る人の想像

にお任せするのが製作者の思いです。各地で様々な世界観が楽しめます。

［所］山国地域内各所　［料］無料　

ゲストインフォメーション　☎0977-73-1111

11月1日（木）はハローキティのバースデー！

期間中は、ハローキティのお誕
生日をお祝いするイベントがいっ
ぱい！さらに、赤いリボンを使用し
た髪型コーデの女性は無料で
入園とアトラクションが楽しめま
す！（毎日先着111名）［所］ハー
モニーランド［時］11月1日（木）～
9日（金）※11/8は休園日
［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/

大分マルシェ

大分市農林水産物や加工品、
地産地消カフェメニュー、パン、
スイーツなどを販売します。その
他、牛の搾乳体験や県産木材
を使ったクラフトコーナーなど、
子供が参加できる体験コー
ナーもあります。
［所］大分いこいの道［時］１１
月１７日（土）～１８日（日）両日と
も１０：００～１６：００

©'76,'96,'99,'01,'05,'12,'18 SANRIO

大分市農政課 ☎097-537-7025





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13日（火）～26日（月）

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

ヘルシーメニューde食育キャンペーン

福岡県では、県民の健康づくりや生活習慣病予防を目指

し、「野菜たっぷりメニュー」等のヘルシーメニューを飲食

店や弁当店で提供する取組を進めています。キャンペー

ン期間中に美味しいヘルシーメニューを食べて、プレゼン

トをもらいましょう♪［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｣

開催日／11月18日（日） マラソンスタート 10：00～
　　　　　　　　　　　　　　 ハーフマラソン スタート 10：03～

大分国際車いすマラソン事務局 ☎097-533-6006

第38回大分国際 車いすマラソン

本大会は、１９８１年の国際障害者年を記念し、世界で初めての車いす単独の

国際大会として開催されました。現在は、国際パラリンピック委員会の公認大会

として、世界中の車いすランナーが目標とする、世界最大級の車いすマラソン

大会であり、毎年、レースを通じて数多くの感動のドラマが生まれています。

［所］１１月１７日（土） 開会式：ガレリア竹町ドーム広場 １６：３０～　

１１月１８日（日）レース：１０：００～  大分県庁前スタート、大分市営陸上競技場

フィニッシュ

開催日／11月6日（火）～30日（金）  10：00～17：00

古民家カフェ雲の森（雲八幡宮文化館） ☎0979-56-2309

和紙のかたち展　作家 オノカヨ

これ、紙？と疑ってしまうほどの雑貨やアクセサリー、バッグなどなど、和紙の作品

たちの展示即売会です。さあ、文化の秋です。日本の伝統工芸「和紙」の可能

性に浸ってみませんか。※カフェは通常通り行っております。

※ランチの松花堂弁当は要予約（1,500円・税込）

［休］木曜日　［所］古民家カフェ雲の森（雲八幡宮文化館）

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。

詳しくはこちらで
検索してください！

※写真はいすずカフェさんの野菜党ラーメン
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開催日／11月10日（土）10:00～21:00（展示は～18:00）
　　　　　  11日（日）10:00～17:00

開催日／11月3日（土）～11月4日（日） 8:00～18:00

道の駅豊前おこしかけ ☎0979-84-0544

道の駅豊前おこしかけ 2018秋の大収穫祭

地元農園で採れた果物や野菜の特売など、感謝祭ならではのお得なイベントが

盛りだくさんです。館内では、先着200名様に３日「ティッシュペーパー１箱」、４日

「富士菊天ぷらうどん１食」プレゼント ！ ２日間は「豊前海産わたりがに」に「ハム

詰合せ」「うどん詰合せ」「卵６個入り」等が特別価格で販売されます。また新米

＆新商品「はもだし」試食試飲販売会や新作青豊高校プロデュース弁当販売

など盛りだくさんの内容で開催されます。

［所］道の駅豊前おこしかけ　豊前市大字四郎丸1041-1

九州最大級のポップカルチャーの祭典

北九州ポップカルチャー
フェスティバル2018

今年で5回目となる九州最大級のポップカルチャーイベント。２度のＴＶアニメ化、劇場

版公開を経て、今年１０月から放送を開始した最新作、「ソードアート・オンライン　ア

リシゼーション」に出演する人気声優、松岡禎丞（まつおか　よしつぐ）さん、茅野愛衣

（かやの あい）さんのトークショーなど、話題のアニメ企画や展示が盛りだくさんです。

【主な出展作品】
○ソードアート・オンライン アリシゼーション
○とある魔術の禁書目録Ⅲ
○劇場版シティーハンター
○はたらく細胞
○アニメ制作会社「ボンズ」２０周年記念展　ほか　　　　　
※内容は変更になる場合があります

［所］西日本総合展示場新館

［料］入場・観覧無料　※一部有料・入場規制のあるイベントがございます。
　　　　　　　　　　　　　 ※注意事項やご案内をご確認の上、イベントへご参加ください。

産業経済局MICE推進課  谷本　☎093-551-8152

開催日／11月17日（土）9：30～  11月18日（日）9：00～

みやこ町産業祭実行委員会事務局 ☎0930-32-2512

第13回みやこ町産業祭“よってこ犀祭inみやこ”

地元の総力を挙げての一大イベント ! みやこ町の豊かな自然で育まれた新鮮

野菜・特産品や多彩な催し物をぜひご堪能ください。

広場では、ステージイベントや特産品等の販売があり、体育館ではフリーマー

ケットを行います。産業祭恒例の農林産物オークションは特に盛り上がります。

［所］犀川支所前広場（みやこ町犀川本庄646）

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。
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JOB GUIDE

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  

勤務地／医療法人社団中津胃腸病院（中津市大字永添510）
職　種／①栄養士  ②調理師  ③調理補助
内　容／①献立作成、発注、メニュー企画、提供など
　　　　②食材の準備や調理、料理の盛付など
　　　　③簡単な調理・盛付・配膳・洗浄・片付けなど
給　与／時給①②1000円  ③800円
時　間／5：30～14：30、10：30～19：30（休憩60分）
　　　　※勤務週5日
休　日／シフト制（4週8休）
資　格／①栄養士資格  ②調理師免許
待　遇／交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、
　　　　①②社員登用制度有り ※試用期間（3ヵ月）
　　　　①②社員登用後は月給18万円～20万円（経験による）
応　募／電話連絡の上、履歴書持参下さい。
　　　　（受付時間／10:00～19：00）
事　業／コントラクト・レストラン事業

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）

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

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

職　種／ホールスタッフ及び調理補助
給　与／平日時給800円(3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円支給
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）

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
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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820円～
　　　　試用期間780円（2ヶ月程度）
時　間／9：00～15：00
　　　　その他時間は応相談
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／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／フロントスタッフ（パート・アルバイト）
内　容／チェックイン受付、電話での予約対応
　　　　宿泊のお客様へのサービス、PCを使った簡単な事務など
給　与／時給1,000円～ 研修期間中（最大3ヶ月）は時給850円～
時　間／15：00～22：00の間で4～7時間 ※応相談
待　遇／制服貸与、交通費支給（上限あり・応相談）、まかない弁当付き
　　　　昇給あり、研修制度あり
資　格／長期で働いていただける方、未経験者歓迎！
　　　　学生・フリーター・主婦（夫）大歓迎！WワークOK！
★ホテルの仕事に興味がある、未経験だけどやってみたい！という方
　お気軽にお問い合わせ下さい。 20代の女性スタッフさん活躍中！

フロントスタッフ募集！ 週3日、1日4時間～OK!

中津市東本町3-12

スーパーホテル 大分・中津駅前
☎0979-23-9000（担当／寺澤）

パ ア

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

製造オペレーター募集！ 大型連休あり、福利厚生面も充実！「はじめての工場勤務」大歓迎です！！契

大分県中津市大字犬丸150-3

中津工場（総務人事チーム）
☎0979-32-6611

福岡県京都郡苅田町新浜町1-3（日産自動車九州内）

苅田事業所（総務人事チーム）
☎093-284-3919

職　種／契約社員（6か月） 契約更新有（勤務評価）
内　容／マフラー溶接ロボットのオペレーター
　　　　ラジエーターの組立作業
　　　　エアコンユニットの組立作業
　　　　運転席（コクピット）周辺の組立作業
時　間／2交替勤務
　　　　①8:00～17:00／20:00～5:00（中津・苅田）
　　　　②6:45～15:45／19:00～4:00（苅田）
給　与／月給178,640円～ ※250,000円（諸手当含む）
休　日／週休2日制、ＧＷ（10連休）、夏期（9連休）、年末年始（9連休）
　　　　※年間休日121日　会社カレンダーによる　
勤務地／①中津工場（中津市犬丸工業団地）
　　　　②苅田事業所（日産自動車九州内）
待　遇／各種保険完備、食堂施設あり、通勤手当あり、育児介護看護休暇あり
応　募／まずはお気軽に下記までお電話ください。
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今月のつぶやき「燻製ナウ」

vol.14

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49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。

友人のUT田君は尊敬する人で、奥様、子供４人、猫5匹（1匹は居候）と暮らしながら、

手作りピザ釜、ダッチオーブン、ハンモック、そして燻製器（スモーカー）を使いこなす。

そんなUT田君から「燻製やりますんで来ませんか？」

と連絡があり、お邪魔したら。。、スゴっ‼

今回はクルミのチップで豚、チーズ、ウインナー、ゆで卵をスモークしてくれました。

何でも持ってるUT田君。

飛び出し注意の看板も持っている。スゴイよUT田君。

24
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サバキムチ丼

COLUMN 02

RECIPE

●ごはん
●サバの味噌煮缶
●キムチ
●長ネギ
●ゴマ油
●しょうが
●醤油

茶碗1杯分
1/2缶
50g
1/4本

大さじ1/2
5g

小さじ1/2

❶ しょうがはみじん切りにする。
❷ 長ネギはスライスする。
❸ 熱したフライパンにゴマ油を入れ、①を炒める。
　 香りが立ったら、②とキムチを加えてさらに炒める。
❹ 全体に火が通ったら、サバ缶を缶汁ごと加えて
　 軽く煮込み、醤油で味を調える。

※ワンポイントアドバイス
キムチを炒めて使うことで、「コク」と「旨味」がアップ
します。うどんや素麺にかけて食べるのもおいしいで
すよ。

サバの味噌煮缶を使いました！

材料（1名分）

■練習場所・時間／沖代小学校（中津市）　週5日 ２～3時間

■お問合せ先　TEL.0979-24-0706（沖代小学校・田中まで）

今年の豊陽ジュニア女子チームは、夏の県大会で優
勝し、大分県No1です。九州大会でも3位！秋の大会も
優勝候補第1シードです。このままの勢いで突き進み、
3月に行われる全国大会に出場します。支えてくれる保
護者に感謝し、最後まで熱い戦いを勝ち抜きます。堅
守速攻をモットーに、みんなで優勝を目指しましょう!

■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

伊藤 滋監督

中津豊陽ジュニアバスケットボールクラブ
（女子バスケットボール）

ホークス球団創設80周年記念
G-SHOCK登場!
1938年に球団創設したホークスと、タフネスを追求し進化を続けてきた

G-SHOCKとのコラボレーションが実現した限定モデルが登場！G-SHOCKの

原点であるスクエアケースを採用した「DW-5600」に南海ホークスの鷹マーク

が浮かび上がるELバックライトを搭載。また、勝利をイメージさせるゴールドIPの

尾錠とボタンなど、球団創設80周年記念にふさわしい特別仕様で仕上げたコラ

ボモデル。裏蓋には福岡ソフトバンクホークスのロゴを刻印、コーディネートしやす

いホワイトカラーの光沢樹脂ボディ。ホークス球団創設80周年ロゴマークをあし

らった、専用デザインの缶パッケージでお届け。ホークス公式通販ショップ「ダグ

アウト」で購入可能。●価格/19,800円（税込）

FREE CHOICE
あなたにも教えたい ! FREE 編集部が気になるあのニュース
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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 11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 2019/3/31 ペア5組10名様にプレゼント!

11月1日（木）は
ハローキティのバースデー！
期間中は、ハローキティのお誕生日をお祝いす
るイベントがいっぱい ！ ショーやグリーティング、
ノベルティ企画など詳細は公式HPをチェック ！
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
2018.11.10（土）

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）

 

パレドール    ☎ 0979-83-2217 豊前市恒富85-1-2    営／10：00～19：00
休／月曜日

 

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 1 . 2 0 . P U B L I S H !

スプンティーノ －３じのおやつ－　☎ 0979-64-6646    中津市永添290-8
営／10：00～18：00　休／月曜日、第２日曜日（その他予告なしに臨時営業やお休みすることもあります）

●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

『ワッフルロール（チョコバナナ） 1,080円』を
3名様にプレゼント!

新鮮な卵を使用して、ふわふわに焼い
た生地に、甘さ控えめのクリームとバナ
ナを１本入れてロール状に巻いた、ワッ
フルロールです。ここでしか味わえない
ふわふわの食感ととろけるチョコソース
は絶品です。お子様に大変人気があり
ます。ぜひこの機会にどうぞ。

03
スプンティーノ －３じのおやつ－

『焼菓子5コセット』を3名様にプレゼント!

フィナンシェとチョコフィナンシェの詰め
合わせ。フィナンシェはアーモンドとヘー
ゼルナッツの粉を混ぜ合わせて、こんが
りと香ばしい焼きあがりにしました。チョ
コフィナンシェはココアの生地にチョコ
チップを混ぜ合わせてほんのりラム酒
の香りをさせて焼き上げました。

02
パレドール

©'76,'91,'18 SANRIO






