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地元にフォーカス！ 地域密着型フリーマガジン



MASAKIYO MAEZONO
×JUNICHI DAVIDSON

JUNIOR SOCCER SCHOOL in NAKATSU

株式会社エイト × 有限会社サンエイデンタル Special Presents



12月1日（土）、中津市の永添天然芝グラウンドにてサッカー元日本代表の前園真聖さんを講師に招いて小学生
サッカー教室が開催された。当日はサッカー日本代表 本田圭佑選手のモノマネでお馴染みのじゅんいちダビットソ
ンさんも応援に駆けつけた。この教室は中津市内の少年サッカーチーム、FCジュニオール（浦本雅志代表）が主
催している。前園真聖さんは現在TV番組に多数出演中で、超多忙なスケジュールの合間をぬって、全国各地で
サッカー教室を開催しサッカー少年の技術指導をしている。主催者の浦本さんも元プロサッカー選手でサッカー界の
人脈により前園さんに講師を依頼。去年の1月に引き続き2度目のサッカー教室が実現した。当日は、中津市・宇佐
市・豊前市・日田市の少年サッカー10チームから約100人の小学生が参加し、憧れの前園さんから技術を学ん
だ。前園さんは各グループを回り、自らのプレーを見せて、パスやドリブル、シュートのコツを指導し、終盤には
大人チームと子ども達の代表チームとのミニゲームで華麗なドリブルテクニックも披露した。終始和やかな雰
囲気で、子ども達も楽しみながら技術を学ぶ事が出来た。「これからも、一流選手を講師に招いて少年サッカー教
室を開催していきたいです。実際にプロのサッカー選手とプレーすることでプロの技術が学べ、またプロサッカー選
手を目指す子供たちが増えていけばうれしいです」と浦本代表。地元からたくさんの子どもたちがプロサッカー選手
として活躍することを期待したい。





O M I Y A G E
NAKATSUMIYAGEHINHANBAI presents

帰省や旅行、おでかけになくてはならないのがお土産。年末年始に中津駅をご利用の方

も多いと思います。そこで今回は、『中津駅名店街』で販売している中津の定番土産から

最近人気のお土産まで中津土産品販売組合おすすめのお土産情報をご紹介します。

出発間近でも買える！

中津のオススメ土産品特集



壱万円お札せんべい
5枚入り 540円（溪月堂）

卵をふんだんに使用し、香ば
しさと甘さ、堅さのバランス
が絶妙なおいしさ。見た目も
壱万円札そっくりで、中津の
お土産として、また、ユーモ
アのあるプレゼントとして、
長く愛されている。

壱万円の里 クリーム入りせんべい
5枚入り 972円（福沢本舗）

壱万円札の福沢諭吉先生は、大分県中津市の出身で
す。諭吉先生の功績をたたえ、より吟味した原料を使
用し、歯触りの良いせんべいに欧米文化の香り漂うク
リームをサンドした菓子を作り上げました。

蛤しるこ（武蔵屋）
5個入り 1,135円

大正13年創業の和菓子屋
「武蔵屋総本店」が昭和2年
に販売を開始して以来根強
い人気の蛤の形をした懐中
しるこ。熱湯を注げば風味
豊かな「しるこ」が出来上が
り、中から紅白の二羽の千
鳥が飛び立つように浮かび
上がります。

ビスマン（双葉堂）
3個入り 421円
6個入り 864円

天正年間中津で宣教師の為に
藩主黒田家が神学校を建設し
たその謝礼に故郷の菓子「ビ
スカウト」を献上したと言わ
れ、この南蛮文化を表現しよ
うとビスケット生地に黄身餡
を入れ焼き上げた「ビスケッ
ト饅頭」を創製し略して「ビス
マン」と名付けられた。しっと
りとした黄身餡と香ばしいビ
スケット生地の味わいは、中
津を代表する銘菓。
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けんちん（双葉堂）
1本 900円

城下町中津に約200年
前から伝わる郷土の
味で、『殿畑双葉堂』の
「本葛けんちん」は、き
くらげ、栗、福白金時
等に本葛を加え、せい
ろで蒸し上げて作る
無添加の郷土銘菓。素
材それぞれの食感と、
葛で固めたやさしい
甘さが特徴。

外郎饅頭～ういろうまんじゅう～
10個入り 648円（栗山堂）

黒田官兵衛を支えた黒田二十四騎の一人、栗山利安の子孫が江戸中期に創業し
た老舗菓子店『栗山堂』の「外郎饅頭（ういろうまんじゅう）」。同店独自の菊花
型が特徴で上品な甘さで大きさも食べやすい。白色、茶色の二色あり基本的に
は生姜風味で茶色は黒糖で色づけし、中にはこしあんが入っています。

巻柿（溪月堂）
1本 1,296円
3個入り 388円

耶馬溪近辺で、渋
柿を干柿にした
後、藁に包み、天井
に吊るして保存し
たことから生まれ
た巻柿。菊池寛の
名作「恩讐の彼方
に」で知られる巻
柿は、耶馬溪の厳
しい自然が生んだ
貴重な食文化を象
徴する中津の特産
品です。

豊の菓柿 ～とよのかし～
6枚入り 540円 
12枚入り 1,080円
（溪月堂）

色づきのよいよく熟れた柿を
干し柿に仕上げ、福岡県上毛町
でとれた「実生(みしょう)」の柚
子の香りそのままに練り上げ
たものを使い、柿巻きに仕上げ
ました。干し柿の甘味と柚子の
香りいっぱいの酸味が、口中を
豊潤にさせてくれます。
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丸芳露 ～まるぼうろ～

シーボルトとも親交があり、蘭学を奨励した時の中津藩主 奥平昌高公は長
崎より送り届けられたカステラを食し、あまりのおいしさに感激し城下の
菓子職人達を呼び集め、カステラを食させ、同じ菓子を創るように命じ、菓
子職人達は試行錯誤をかさね努力のすえ“丸芳露”が誕生。その際に昌高公
は、菓子職人達の努力と技術を賞賛し“中津芳露”と名付けました。

中津からあげ
「日本唐揚協会」が主催する「か
らあげグランプリ」塩ダレ部門
で第1回から5年連続最高金賞を
受賞した『元祖中津からあげも
り山』と西日本しょうゆダレ部
門で、第1回から最高金賞4度、金
賞5度を受賞の『鳥しん』のから
あげが家庭で味わえる冷凍から
あげ。冷めても美味しい、本当の
“中津からあげ” をぜひご賞味下
さい。

武蔵屋 125円

徳永 130円

利休堂 110円
双葉堂 129円

もり山 648円（冷凍販売） 

もり山1,404円（冷凍販売）

鳥しん 1,080円（冷凍販売） 
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はもしゅうまい
（瑠璃京）
10個入り 1,080円 
（冷凍販売）

周防灘の新鮮な「はも」
をすり身にし、真心込
めて作り上げた『はも
しゅうまい』。とろける
ような舌ざわりで、食
べた瞬間にまろやかな
風味が口中に広がり、
お子様からお年寄りま
で幅広い世代に喜ばれ
る逸品です。

扇利休
 ～せんのりきゅう～
（利休堂）
10個入り 1,050円

白餡、抹茶餡、小豆餡
を地元の自然卵で包
んでじっくり焼き上
げた上品な味わいの
饅頭。豊かな風味をぜ
ひご賞味下さい。白あ
ん、抹茶あん、小豆あ
んの3種類あり。

小祝のりの佃煮
（浦野醤油）
540～580円

味のりの名産地、中津
小祝の風景がラベル
になったビン詰めの
佃煮。漁師さん達が丹
精込めて作った生の
りを特製醤油で調整
した味のり。生のり、
わさび、あさり、ちり
めんじゃこの4種類あ
り。

洞門そば
洞門茶そば
各320円（耶馬トピア）

そばラーメン
420円（耶馬トピア）

山ふところにいだか
れた本耶馬渓の清水
と、清澄な自然の中で
育てられたそばを昔
ながらの石臼で挽い
た石臼挽きのそばと、
そば粉を使った柚子
胡椒豚骨味の珍しい
ラーメンを是非一度
ご賞味ください。
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ひがた美人かきめしの素 
1,500円

日本初、干潟で養殖された牡蠣『ひがた美人』の旨みと風味がしみだし
た、炊き込みごはんの素です。水加減がいっさい不要なので、手軽にご家
庭でかきめしをお楽しみいただけます。

黒酢入り かぼすぽん酢・ゆずぽん酢（田中醤油）
各432円

まろやかに熟成した醤油に、天然のかつおでだしをとり、九州産のカボスに
黒酢を程よくからめた風味満点のポン酢。しゃぶしゃぶ、焼肉、焼き魚、冷
やっこ、鍋用のポン酢またサラダに、用途はいろいろ。

ひがた美人オリーブオイル漬け
1,500円

『ひがた美人』の強い甘みに相性抜群のガーリックをふんだんに使用した
オリーブオイルに漬けた『ひがた美人オリーブオイル漬け』。そのままで
も、またさまざまな料理にもお使いいただけます。

ひがた美人 かきのアヒージョ
1,500円

中津干潟の籠の中で育った牡蠣『ひがた美
人』にバジルやパプリカを入れて、風味の
良いアヒージョに仕上げた逸品。小ぶりな
牡蠣で身のきめが細かくぷりっとした食
感と強い甘みが特徴。牡蠣の風味を生かし
たワインに合うアヒージョ。
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荒挽きフランクフルト
750円（黒胡椒入り）

原料の豚肉は耶馬溪産（錦雲
豚）、熟成する塩に佐伯産海塩
を使用。増量剤や保存料・着色
料・防腐剤などの添加物を一切
使用せず、 素材を大切にした
粗挽きフランク。肉の荒挽き感
にこだわり、独自の製法でうま
みを引き出し、フライパンで焼
き上げるとあふれ出す肉汁が
くせになる一品です。

販売店/グランデアミーコ
中津市三光森山557-1
TEL.0979-43-6608

はもさま
1本（袋入） 648円
2本（箱入り） 1,296円

老舗割烹の料理人が、
“はも”の切り身をふん
だんに使い、“はも”のう
まみと香りを引き出し
た手作りはもかまぼこ。

販売店/割烹 丸清
中津市東本町2-12
TEL.0979-22-4055

パスタ屋さんの
生ゴマドレッシング
540円

中津駅から約1.5km、産業
道路沿いにあるパスタの人
気店『ダ クゥイ』のサラダ
が美味しいと評判の生ゴマ
ドレッシング。新鮮な卵と
野菜を使用したシェフが1
本1本手作りした絶品ド
レッシング。

販売店/
スパゲッテリア・ダクゥイ
中津市牛神23-4
TEL.0979-25-1033

ショコラマッセ
1,500円

中津駅から徒歩6分の場
所にある、パン・ケーキの
人気店『魔法の樹 福沢通
り店』。濃厚なチョコレート
を練りこんだ逸品です。

販売店/
魔法の樹 福沢通り店
中津市島田771-1
TEL.0979-22-5000

中津駅名店街では
売っていない

FREE編集部オススメ
お土産品
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ゲストインフォメーション　☎0977-73-1111

ニューイヤーズパーティー2019

平成最後の年末年始はハーモニー
ランドで遊ぼう！晴着キャラクターたち
とのグリーティングや豪華賞品が当た
る抽選会など、新年をお祝いするイベ
ントがいっぱい！
［所］ハーモニーランド
［時］12月29日（土）～1月8日（火）
［料］パスポートチケット（入園+アトラ
クション）…2,900円
［詳］https：//www～.harmonyland.jp/

一般財団法人　コアやまくに ☎0979-62-2140

コアやまくにスケートリンク　クリスマス抽選会

販売機で滑走券を購入して
いる方（マイシューズを含
む）、フリーパス券で滑走中
の方を対象に、クリスマス抽
選会を行います。先着500
名でプレゼントの内容は当
日のお楽しみです。
［所］コアやまくにスケートリ
ンク［時］12月23日（祝）
14：00～

©'76,'89,'93,'96,'99,'01,'05,'17,'18 SANRIO

開催日／1月16日（水）　13：30～15：30

大分労働局雇用環境・均等室 ☎ 097-532-4025

働き方改革関連法説明会

2019年4月以降、働き方改革関連法が順次施行されます。
残業時間の上限規制、年5日間の年次有給休暇、同一労働同一賃金等が改
正されることから、大分労働局では『働き方改革関連法説明会』を開催します。
企業の人事労務担当者の皆さまのご参加をお待ちしています。
［所］中津文化会館小ホール

開催日／1月13日（日）　9：30～

中津市消防本部総務課 ☎ 0979-22-4800

平成31年中津市消防団出初式

ふるさとの平穏を願う平成３１年中津市消防団出初式を開催します。
出初式は、江戸時代の上野東照宮で新年に行われた「出初（でぞめ）」が現
代に受け継がれた伝統の消防行事です。消防団員による鍛え抜かれた訓練
の成果を見学しませんか。※どなたでも見学できます。
※式終了後、消防車と記念撮影ができます。
［所］ダイハツ九州スポーツパーク大貞

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。

中津沖代JSC（サッカー）
■練習場所・時間／沖代小学校グラウンド（中津市）

火・木・金 17：00～19：00

■お問合せ先　TEL.090-2961-9410（保護者会 外園）

「君たちはなぜサッカーをしているの？」様々な理由で始めた
サッカーで、目標・夢を持って日々の練習を一生懸命取り組
んでほしいと思う。是非、選手たちは積極的にサッカーに取
り組んで様々なことを学んで自分のものにしてほしい。今の
時間を大切にしない選手に、未来はないと思うから、今を一
生懸命に過ごそう。君たちの夢や目標が達成された時が、
指導者の明日への糧になるから。ともに頑張ろう、一緒に
歩もう。FootBall is Dream -君の夢は、私の夢-

■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

石川コーチ
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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

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
ジムニーXL
4WD・4AT 1.6頭金

なし 回×
万円
（税込）

524
841.6頭金

なし 回×
万円
（税込）

524
84

月々コミコミ

月 ：々16,524円（税込）×84回
ボーナス：37,800円（税込）×14回
頭金0円・7年リース

WLTC
燃料消費率

（国土交通省審査値）

モード 13 2ｋｍ/L

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！

スズキ
キャリィ KC
エアコン・パワステ

4WD
5MT

ハスラーも！！ワゴンRも！！定額1万円で乗れる！！（税込10,800円）7年間月々コミコミで



営業時間／（昼）11:00～15:00（LO14：30）  （夜）17:00～（LO23:00）

中津市大字宮夫54-4 ☎0979-64-8216

中津店
R213

マルショク 伊藤課長

小楠小中津中
ファミリー
マート

ヒマラヤ 宇佐▶◀豊前

当店では、すべてのお肉をスタッフが愛情こめて手切りしています。
その他の料理についても、店舗仕込みで行っています。ご堪能下さい。

詳しくはスタッフまで!!

ランチも大好評営業中！

新年会ご予約承り中！
年末年始休まず営業いたします！
31日はラストオーダー21時

　　ほっともっと

●如水コミュニティ
　センター

コロッケ倶楽部

R213

●
←中津 宇佐→

ココ

●●

牛たん ささ川 中津店  中津市下池永934-1
11：00～LO14：30／17：00～LO23：00

お問い合わせは TEL 0979-62-9003

5,000円コース（税込） 4,000円コース（税込） 3,500円コース（税込）

贅を極めた最上級牛たんコース お鍋のついた人気宴会コース リーズナブルに満腹・満足

❶牛たんとレタスのしゃぶしゃぶ ❷牛たんのすき焼き 
❸もつ鍋（麦味噌） ❹赤もつ鍋（二種の唐辛子）

鍋セレクト（下記の中からおひとつセレクトできます。 さらに+1,500円、+2000円で飲み放題もつけることができます）

鍋の
セレクト
あります

鍋の
セレクト
あります

鍋の
セレクト
あります

コースは4名様～（要予約）
※詳しくはスタッフまで

新年会ご予約承り中！
二段階熟成による至極の牛タンを是非、ご賞味ください。
牛たんに合う珍しいお酒・焼酎も多数ご用意しています。

年末年始休まず営業いたします！
31日はラストオーダー21時

ランチ好評営業中！ 牛タン定食他 980円～980円～（税抜）（税抜）

● 
桃屋 甚兵衛

●大ノ瀬公民館

●宝来軒

ほたる薬局 ●

中津→←豊前
R10

FIERO

道の駅
しんよしとみ

築上郡上毛町大ノ瀬304 -1（道の駅しんよしとみ内）　☎080 -3982-7077
◯営 10:00～14:30 17:00～(LO)20:30　土日祝10:00～(LO)20:30
◯休 木曜日(祝日の場合は営業、前日の水曜日が休み)
https://foodplace.jp/hhh/

季節の野菜と自家製サルシッチャ
1,300円（税込）

フィエロ特製レモン風味
1,400円（税込）

プロシュート エ・ルーコラ
1,500円（税込）

DOC
1,600円（税込）

マルゲリータ 1,200円（税込）クアトロフォルマッジ 1,400円（税込） ビスマルク 1,300円（税込）

PIZZERIA FIEROPIZZERIA FIERO ピッツェリア フィエロピッツェリア フィエロ

年末年始はFIEROのテイクアウトピザで
テーブルを賑やかにしよう！

PIZZERIA FIEROPIZZERIA FIERO
年末：30日まで

年始：2日・3日10：
00～16：00

       4日から通常
営業

年末・年始の営業の
お知らせ



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。

［所］大分市美術館 企画展示室１、2　
［料］一般1,200円（1,000円）大学生・高校生９００円（７００円）
中学生以下は無料　（　）内は団体（２０名以上）料金

写真家の枠を超え、映画、デザイン、ファッションなど、ジャンルにとらわれることなく多彩
な活躍をしている蜷川実花。本展では、「虚構と現実」というテーマを切り口に、アーティ
ストの写真の本質に迫ります。色鮮やかな花々を撮影した「永遠の花」や「桜」、著名人
やスポーツ選手などその時々の顔ともいえる人々を撮影した「Portraits of the Time」をは
じめ、新境地となった「PLANT A TREE」や最新作となる「INTO FICTION/REALITY」な
ど、多様な方向から表現、制作された作品が一堂に並びます。時代の先端を感じ取り、
表現の場を限定することなく活躍し続ける“蜷川実花”の作品世界を、全身で体感でき
る、またとない機会となります。

大分市美術館 ☎097-554-5800

開催日／平成31年1月5日（土）～2月24日（日）
　　　　10:00～18:00（入館は17:30まで）

大分市美術館 開館20周年記念
蜷川実花展 ー虚構と現実の間にー

関西を中心に現代美術の名コレクターとして知られた利岡誠夫さん（1 9 2 6～
2018）。製薬会社に研究職として勤務しながら、全国各地のギャラリーを巡り、およそ
30年かけて現代美術や民俗資料を集めました。それらは、アートに対する純粋な眼差し
とともに築き上げられた「現代アートの宝箱」。フタを開けてみると、抽象、ポップ、ミニマ
リズム、コンセプチュアルと、実にヴァリエーション豊かです。作品は自宅のお茶の間で
飾られ、暮らしのなかで楽しまれてきました。2013年、コレクションは大分県に寄贈され
ました。当館では、来館者の皆さまに親密感をもってご鑑賞いただけるよう、開館以来2
階の情報コーナーで、年に数回展示替えしながらご紹介してきました。本展では、利岡コ
レクションの全貌を紹介し、時代やジャンルを超えた幅広い視点からご覧いただくととも
に、作品と作品が奏でるハーモニーをお楽しみいただきます。

大分県立美術館　 ☎ 097-533-4500

開催日／開催中～2019年1月20日（日）
                ※金曜日・土曜日は20:00まで（入場は閉館の30分前まで）

現代アートの宝箱
OPAM利岡コレクション

［所］大分県立美術館 3階 展示室B
［料］一般300円　大学生・高校生200円
　　※中学生以下は無料
［休］休展日なし
［詳］http://www.opam.jp/exhibitions/detail/416

蜷川実花プロフィール　写真家／映画監督　木村伊兵衛写真賞ほか数々受賞。映画『さくらん』
（2007）、『ヘルタースケルター』（2012）監督。映像作品も多く手がける。2008年、「蜷川実花展 ―
地上の花、天上の色－」が全国の美術館を巡回し、のべ18万人を動員。2010年、Rizzoli N.Y.から写
真集を出版、世界各国で話題となる。2016年、台湾の台北現代美術館（MOCA Taipei）にて大規模
な個展を開催し、同館の動員記録を大きく更新した。2017年、上海で個展「蜷川実花展」を開催し、
好評を博した。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会理事就任。
earthly flowers, heavenly colors （2017） ⓒmika ninagawa, Courtesy of Tomio Koyama Gallery
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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。

開催日／１月6日（日） 9：20～10：40

豊後高田市商工観光課 ☎ 0978-22-3100

江戸時代中期から続く、新年を祝う伝統行事

ホーランエンヤ

豊漁と航海の安全を祈願して宝来船で川を遡る、新年を祝う伝統行事。川を漕
ぎ上り、途中船が岸に近づくと観客から祝儀が差し出され、漕ぎ手の若者が厳
寒の川に飛び込み受け取りに行く姿に歓声があがります。
［所］豊後高田市桂川　えびす橋～御玉橋

開催日／１月9日（水）～3月下旬 11:00～16:00  
　　　　　※定休日／火曜日

うみてらす豊前 ☎ 0979-64-6717

牡蠣の季節がやってきた！

豊築丸の浜焼き小屋オープン！

冬季限定！宇島漁港「うみてらす豊前」の人気の浜焼き小屋が今年もオープン。
旬の「豊前海一粒かき」をはじめ、うみてらす１階の「四季旬海」で購入した獲れ
たて魚介を持ち込み、焼いて食べられます。
［所］「うみてらす豊前」別館　豊前市宇島76-31

冬の門司港が幻想的な光に包まれます。歴史的建造物のライトアップ、ツリーイルミ
ネーション、フォトスポットもたっぷり。レトロでロマンチックな夜を演出します。
期間中、レトロ地区では各施設でのライブイベントやカウントダウンなどイベント盛り
だくさんです。

［所］門司港レトロ地区一帯

門司港レトロ倶楽部    ☎093-332-0106

開催日／開催中～2019年3月17日（日）  17：30～22：00

関連イベント

歴史的建造物のライトアップと約30万球のイルミネーションコラボ

イルミネーション2018 
門司港レトロ浪漫灯彩

第一船溜まり周辺の夜景 イルミ展望室からの夜景

ブルーウィング付近

［時］平成30年12月31日（月）　22：30～00：30
［所］門司港レトロ中央広場
［主］NPO法人 門司まちづくり21世紀の会 ☎093-331-2205

門司港レトロ カウントダウン 2019
花火を打ち上げて、来る年2019年を祝います。
ライブ演奏などもあります。
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豊田小

中津
南高

←水源池

理容
トップたつみ

硝子店

薮田酒店

マサキ美容院

ふくとん

ローソン

P

◀吉富 宇佐▶

不在の場合もありますので、ご来店の際は、お電話の上お越しください。

山口薬品

中津市下宮永2-452-1　営業／9:00～19:00  休日／日曜

☎0979-25-2368
漢方子宝相談

妊娠しづらい原因は人それぞれ。原因となる疾患・体質・年齢など
の要素が重なり、多くの女性が「どう頑張ったらいいのだろう」と
人知れず苦しんでいます。「山口薬品」では実際に様々な不妊治療
に挑戦した店主が、お話を聞きながら頑張る方向を見つけ、一歩を
踏み出す手助けをします。妊娠しづらい原因が分からない方も、実
際に疾患があり悩んでいる方も、一人で悩まずご相談ください。
赤ちゃんがほしい気持ちでいっぱい、そんなあなたの
心と体に寄り添う薬屋さんです。
ホームページには相談事例や店主の体験も。　→ →

妊
娠
に
必
要
な
力
を

養
い
ま
せ
ん
か
？

年齢により
妊娠が
心配な方

妊娠しづらい
要因が
不明な方

女性に多い
病気が要因で
なかなか

妊娠しづらい方
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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

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／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

正 パ

風の丘葬斎場
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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 1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 2019/5/31 ペア5組10名様にプレゼント!

ニューイヤーズパーティー2019
平成最後の年末年始はハーモニーランドで
遊ぼう！晴着キャラクターたちとのグリーティ
ングや豪華賞品が当たる抽選会など、新年
をお祝いするイベントがいっぱい！

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／https：//www.harmonyland.jp/

04
ハーモニーランド

応募締切
2019.1.10（木）

必着

詳しくは

グランデアミーコ    ☎ 0979-43-6608 中津市三光森山557-1
営／11：00～（LO）19：00　休／水曜日　　

 

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 9 . 1 . 2 0 . P U B L I S H !

スパゲッテリア・ダクゥイ　☎ 0979-25-1033   中津市牛神23-4
営／11:30～15:00（L.O14:30） 18：00～21:30（L.O21:00）　

『パスタ屋さんの生ゴマドレッシング 540円』を
5名様にプレゼント!

中津駅から約1.5km、産業道路沿い
にあるパスタの人気店『ダ クゥイ』。
サラダが美味しくなると評判の生ゴマド
レッシングは、新鮮な卵と野菜を使用
し、シェフが1本1本手作りしています。
もちろん店内でもメニュー豊富なパスタ
やピザが楽しめます。来店の際にチェッ
クしてみては。　※店舗受取

03
スパゲッテリア・ダクゥイ

『荒挽きフランクフルト 750円（黒胡椒入り）』を
３名様にプレゼント!

原料の豚肉は耶馬溪産（錦雲豚）、熟
成する塩に佐伯産海塩を使用。増量
剤や保存料・着色料・防腐剤などの添
加物を一切使用せず、 素材を大切にし
た粗挽きフランク。肉の荒挽き感にこだ
わり、独自の製法でうまみを引き出し、フ
ライパンで焼き上げるとあふれ出す肉
汁がくせになる一品です。※店舗受取

02
グランデアミーコ

©'76,'89,'93,'96,'99,'01,'05,'17,'18 SANRIO

『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）

 

　

PRESENT

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
●給　　与／①時給800円～（経験により優遇）
　　　　　　②月給150,000円～250,000円
●時　　間／①10：00～18：00の間で4～5時間程度
　　　　　　②  9：00～18：00
●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！
FREE営業スタッフ募集！
①パート ②正社員

Alliance Design Partners
ADP inc.
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お葬式の準備に、追われることなく。 参列者の対応に、身をけずることなく。
最後も、いつものように一家団らんで過ごしたい。
そんな、お客様の想いから生まれました。
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