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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
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

本社／〒871-0030 中津市中殿町3丁目26-3

TEL 0120-092-810

株式会社エイトは、夢に向かって頑張る
子どもたちを応援しています。

内覧会
随時受付中！

お気軽に
お問合せ下さい。

宇佐展示場桧家住宅 吉富展示場桧家住宅
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1月20日（土）、中津市三光総合運動公園に
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。
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）が主催し今
年初めて開催された。
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し、今
回初めて中津市でのサッカー教室が実現した。
当日は、中津市・宇佐市の少年サッカー10
チームから約130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。
前園さんは昨年12月23日に結婚したばかり
で、開会式で小学生から結婚祝いの花束を
もらうサプライズもあり「ありがとうございま
す。中津に来たのは初めてですが何か一つ
でも上達し、楽しんでサッカーをしてもらえれ
ば」と話していた。
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。
「来年からも毎年継続して、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。

サッカー元日本代表
前園真聖さんを講師に迎え
「小学生サッカー教室」が
中津市にて開催。

MASAKIYO MAEZONO 前園 真聖（まえぞの・まさきよ）

1973年10月29日生まれ。鹿児島県薩摩郡東
郷町（現・薩摩川内市）出身の元サッカー選手。
現在はサッカー解説者、タレント。日本が28年
ぶりに出場した1996年アトランタオリンピッ
クの予選突破の最大の功労者であり、本大会
でブラジルに勝利した「マイアミの奇跡」の
U-23サッカー日本代表キャプテン。

大分県中津市三光森山76-2

TEL 0979-43-6400

さぁ、今日も夢への一歩。
㈲サンエイデンタル【歯科技工所】は
歯科医療発展のパートナーとして
子どもたちの夢を応援しています。
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開催日／3月31日（土）　開場10：00　開演10：15

ジョイコレクション企画実行委員会　☎0979-52-2432

九州北部豪雨災害復興チャリティーイベント
「Joy Collection -キッズフェスティバル2018-」

『Kids Festival （キッズ フェスティバル）2018』が開催されます。ZENKAI太鼓
「和」などが出演するキッズ日本太鼓フェスティバルやキッズダンスフェスティバル、ブ
ロードキャスト！！（よしもと）によるお笑いライブなどのステージイベントが行われます。
豪華商品が当たる抽選会も開催されるのでご家族お揃いでお越しください。
［所］レストハウス洞門-ＬuxeGarden-特設会場 ［料］無料
［主］ジョイコレクション企画実行委員会

開催日／3月11日（日） 14：00～16：00（受付 13:00～）

（公社）中津青年会議所　☎0979-23-2640

ゴルゴ松本講演会「命の授業」
　　　　　　～心を変える言葉とは～

「命」などを漢字で表現するギャグでおなじみの、お笑いコンビ「TIM」ゴルゴ松本氏
が、漢字の話、歴史の話など笑いを交えながら「命」「言葉」「人生」「日本人」をテーマ
に魂のこもった熱い授業が開催されます。みんなで受けよう！出張ゴルゴ塾!!先着300
名限定なので参加したい方は、お急ぎ下さい。
［所］中津市立小幡記念図書館　［料］1,000円
［主］公益社団法人 中津青年会議所　

北原人形芝居保存会

三保小学校人形劇クラブの北原人形芝居
「万年願」奉納公演が行われました

中津市北原地区に鎌倉時代から伝わるとされる「北原人形芝居」（県指定無形民族
文化財）が２月４日、同地区にある原田神社の「万年願」で奉納された。人形芝居は、
保存会による神聖な儀式舞「翁渡」で幕開け。続いて4年生、5年生の9名の三保小
学校人形劇クラブが「傾城阿波の鳴門・巡礼歌の段」を演じた。児童は息の合った
動きを披露。三保小学校人形劇クラブは北原人形保存会の会員が、伝統文化を継
承するために地域の方々、中津市教育委員会等に相談しながら、子どもたちや小学
校長、ＰＴＡの方々の協力を得て、1969年1月に結成された。

開催日／3月14日（水）　11：00～14：00

ＰＩＺＺＥＲＩＡ ＦＩＥＲＯ　☎０８０-３９８２-７０７７

人気のピッツァ屋さんでナポリピッツァ
作り体験 ～本場イタリアのデザート付き～

銀座の人気店で腕を磨いた職人がピッツァの
作り方を伝授。イタリアから空輸した本場と同 
じ食材と上毛町の野菜で美味しいピッツアを
作ります。定員３０名。※エプロン、三角巾をご
用意ください。［料］３，０００円（ランチ、体験
料、保険代込）［申］２月２８日（水）まで
［営］１０：００～２１：００（休 木曜日）
※平日は１４：３０～１７：００の間休憩





05

NEWS & EVENT

上毛町社会福祉大会
（暮らしを織りなす 第3回「人生フルーツ」）

3月11日（日） 
受付 9：00～  開会・式典 9：30～  上映 10：15～
［所］げんきの杜  ［料］参加費無料 ※時間は多少、前後します

「暮」のロゴが印象的な、凛とした佇まいの名刺やまぐちせいこ氏

雪にも関わらずたくさんの参加者が集まった著書も多数出版されている

上毛町社会福祉協議会　☎0979-72-2900　　

住民福祉暮らしの講座 暮らしを織りなす
第2回 「親の家を片付ける」
2月４日、上毛町げんきの杜にて暮らしを織りなす「親の家を片付ける」講座が開かれ、
雪が舞う中、60名近い参加者が集まった。講師はやまぐちせいこ氏。ミニマリストとし
て「持たない暮らし」の日 を々ブログや書籍で発信されている。
今回のテーマ「親の片づけ」は60代以下の子世代にとっては、これから取り組むべき
社会問題のひとつ。ご自身の実・義両親の家を片づけた経験から、それは「ある日突
然やってくる」という。その行為への向き合い方を、ただ単に作業としてではなく、グリー
フケアの視点からも分かりやすく話された。まず人と物との関係性から始まり、生前整
理と死後の整理の違いを。また単にすっきりと片付ければ解決するものではないとい
うこと。安全・安心をベースに「基本的な暮らしは変えない」という考えを主軸として、和
やかな雰囲気で講座は進んだ。
セオリーを伝授するだけではなく、福祉として、心理学に基づいた片づけのあり方は、
奥が深くまだまだ質問し足りない参加者も多かった。

やまぐちせいこ氏プロフィール

ミニマリスト（持たない暮らし）／整理収納アドバイザー／ライフオーガナイザー
ブログ「少ない物ですっきり暮らす」運営。
大分県在住。夫、息子、娘の四人家族。現在中学一年生の娘が小学４年生の時に【発達障害】と診断を受け、娘の
障害サポートとしての暮らしやすい仕組みとして、福祉としての片づけに向き合う。書籍出版（KADOKAWA・マイナビ
出版・ワニブックス・SB　クリエイティブ等）・講演実績（NHK 文化センターを中心に主要都市・出版社・カフェ等）

開催日／4月8日（日）
　　　  10：00～14：00

西友枝体験交流センターゆいきらら  ☎0979-72-3939

2代目庭師が教える苔玉づくりと
野草ランチバイキング

里山で採取した苔や山野草で苔玉をつくります。土づ
くりから苔を貼るまでを体験します。昼食は旬の食材を
ふんだんに使用した人気の野草料理を食べ放題バイ
キングでお楽しみください。定員 ３０名。※エプロンをご
用意ください。
［料］３，５００円（ランチ、体験料込）
［所］西友枝体験交流センターゆいきらら
［予約・問］３月３１日（土）まで
９：00～１７：００（休 火曜日）

そば打ち体験ゼミ

おひなさまオブジェ作り

受付期間／2月13日（火）～
受付時間／9：00～17：00（土・日・祝を除く）
申込み期限は各プログラム開催日の７日前まで

豊前まちの駅ネットワーク協議会　☎0979-82-1111

豊前体験プログラムぶぜん“み”たいけん
予約受付を開始します

豊前の自然を“観”たいけん、食を“味”たいけん、文化を“魅”たいけん、温かな人 を々
“身”たいけん。市内の各店舗がそれぞれで企画した「豊前体験プログラム」を３月に
開催します。そば打ちやロールケーキ作り、着付け体験など、10種類の魅力的なプロ
グラムを用意しておりますので是非お申込みください。普段体験できないめずらしいプ
ログラム満載です。市内各地に設置しているチラシの申込用紙に記入し、ＦＡＸでお
申し込みください。※予約先着順、定員になり次第締切り。
［所］各プログラム開催場所　［料］当日、各開催場所でお支払い下さい
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中津パークシティ大貞にて
オーガニックハウス平屋
モデルハウス内覧会開催中！

アイビックホーム　 ☎0120-310-931

時代に流されないデザイン性、居心地の良さ。
有機的建築世界という新しい価値。

詳しくは

世代を超えてすみ継がれる家、オー
ガニックハウス平屋モデル好評販
売受付中！オール電化・駐車場も3
台分可能です。時代に流されないデ
ザイン性、居心地の良さ、是非一度
フランク・ロイド・ライトの世界をご体
感ください。お待ちしております。

広々4LDKとウッドデッキが
お洒落な平屋の住まい。

アイビックホーム　 ☎0120-310-931

宇佐市中原に新築モデルハウス 「平屋の住まい」が
完成しました！ 是非、現地でお確かめください。

広 と々したリビングが素敵な4LDKの
間取りでご家族が多い家庭でも安
心です。詳細は現地にて実際の建
物をご確認ください。スタッフが常駐
しておりませんので、見学希望の方
はご連絡下さい。

［問］アイビックホーム
☎0120-310-931

これからを自由に愉しむ、
ライフスタイルに合わせた
ちょうどいい暮らし。

西日本ホーム中津店　☎0120-161-406

西日本ホームのシンプルモダンスタイル平家の家。
まもなく完成予定! ぜひお楽しみに。

宇佐市江須賀にシンプルモダンスタ
イルの平屋住宅を建設中。夏は直射
日光を和らげ、冬は暖かい陽射しを取
り入れる、深い庇が特徴的な平屋が
5月に完成予定。ぜひお楽しみに。

［問］西日本ホーム中津店
☎0120-161-406

詳しくは

自然の力を利用した
パッシブデザインの
平家モデルハウス。

西日本ホーム豊後高田店　 ☎0120-161-406

豊後高田市来縄にまちかどモデルハウス
「平屋の家」見学会開催中！

ゼロエネルギーの暮らしを体験しませ
んか？ 安心と安全、暖かい暮らしを
実現するゼロエネルギー×ツーバイ
フォー住宅。西日本ホームが自信を
もってお届けします。

［問］西日本ホーム豊後高田店
☎0120-161-406

詳しくは

トレステラコート大貞OS-2
広々とした3LDK

西日本ホーム中津店　 ☎0120-161-406

中津市大貞にて体感見学会開催中！
白を基調とした清潔感あふれる外観です。

ゆとりの18.3帖のＬＤＫに吹き抜けと
リビング階段がお洒落な建物です。さ
らに耐震性・耐火性・耐久性に優れ
た「木質系ツーバイフォー工法」で建
てられています。ぜひ、現地でご体感く
ださい。

［問］西日本ホーム中津店
☎0120-161-406

トレステラコート大貞OS-1
家族が多くても安心の4LDK

4ＬＤＫに吹き抜けとリビング階段、さら
に和室がついたモデルハウスです。さ
らに耐震性・耐火性・耐久性に優れ
た「木質系ツーバイフォー工法」で、安
心して暮らせる住まいをお届けしま
す。ぜひ、現地でご体感ください。

［問］西日本ホーム中津店
☎0120-161-406

詳しくは

中津市大貞にて体感見学会開催中！
シックな外観がお洒落な4LDKの住まい。

西日本ホーム中津店　 ☎0120-161-406 詳しくは

NEWS & EVENT

パースは図面を基に描き起こしており実際とは異なります。
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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

コモンパーク上毛彩葉にて
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） 　

（株）エッジライフ　 中津市加来1661-1  ☎0120-888-835

エッジライフ初のモデルハウス「彩葉の家」、
この家はエッジライフから主婦への応援歌である。

子育て世帯の共働きが70%を超え
る中、本気で仕事にも家庭にも子育
てにも頑張る主婦は多い。そんな主
婦にも美しい女性で輝いて欲しい。
という思いから誕生した「彩葉の
家」。デザインの美しさはもちろん、家
族のためのたくさんの考えが詰まっ
た住宅です。ぜひ、ご体験ください。

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

中津市合馬に建売分譲住宅
が完成。 随時、内覧会開催中！
（電話予約頂ければご案内いたします） 　

スタイルフォーカス　 中津市加来1661-1  ☎0979-53-9989

ひとつの小さな街並みをデザインする。
この街で、「薪ストーブと平屋暮らし」が始まる。

スタイルフォーカスの住まいは住むほ
どに暮らしに馴染み愛着が増してい
く家。見えない建売住宅だからこそ、
デザインはもちろん、品質向上のた
め、基礎部分から建物完成まで第三
者による10回に及ぶチェック体制で
お施主様に安心と安全を提供して
おります。是非一度ご覧ください。※写真はイメージです。
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開催日／3月3日（土）
　　　　12：30開場 13：00開園
               但し最終日は16：00まで 

Ohana☆中津　☎0979-33-7752

九州北部豪雨復興イベント
仲間やけんまかしちょき！

豊前天狗太鼓、フラダンス、豊前神楽、日本
舞踊などの多彩なステージイベントから、中
津市生涯学習講師の安部恭一氏による講
演「西郷隆盛と増田宋太郎」まで内容盛り
だくさんのイベントが開催される。また、朝倉・
日田・中津の農産物店が出店するマルシェ
もあるので、ぜひみんなで遊びに行ってみて。
［所］中津文化会館 大ホール［料］999円

中津北高等学校（書道部） ☎0979-22-0244

第８回中津北高等学校書道部作品展

「書は人なり」を部是とし、感謝・感
動・完遂をモットーとして活動し、国
際高校生選抜書展（書の甲子園、
毎日新聞社など主催）で全国優勝２
回などの実績を持つ中津北高書道
部が、卒業生を含む作品を展示しま
す。ご来場をお待ちしています。
［所］イオンモール三光２階イオン
ホール［料］入場無料

開催期間／
2月28日（水）～3月4日（日）
10：00～20：00
（最終日のみ17：00）

開催日／2月25日（日）
　　　　11：30～（受付11：00～）
　　　　　ワンプレートランチ付き

VILLA LUCE  ☎0979-23-1122

奇麗になりたいすべての女性におくる究極のイベント
オスカービューティーキャンプ

米倉涼子、上戸彩、武井咲、剛力彩芽など数々
の女優・タレント・モデルが所属するオスカープ
ロモーションの専属レッスン講師が教えるビュー
ティーメソッドがついに大分上陸！美に関して
（ポージングなど）のレッスンを行う無料の体験
型のイベントです。
［料］無料オスカープロモーション　専属レッスン講師

山本美紀（やまもとみき）

開催期間／
2月24日（土）～3月25日（日）
9：00～17：00（入館受付は16時30分まで）

木村記念美術館　☎0979-22-7767

企画展  「墨、踊る
̶中津ゆかりの水墨画̶」

江戸後期頃から近現代までの水墨画を中
心とした、中津ゆかりの墨による絵画を紹介
する企画展を開催します。また、展示解説の
ギャラリートークは3月3日（土）・18日（日）の
13時30分～（30分程度）で開催します（事
前申込不要）。［所］木村記念美術館［料］
一般200円、高校・大学生100円、中学生
以下無料

開催日／3月4日（日）
①10：00～ ②13：00～
③16：00～

中津文化会館　☎0979-24-1155

NPO法人中津文化協会スクリーン事業 第6弾
「ナミヤ雑貨店の奇蹟」上映会

それは手紙がつなぐ、たった
一夜の優しい奇蹟。

［料］一般 1,000円
（当日1,100円）
高校生以下 700円
（当日800円）
［所］中津文化会館

外園雅美水彩画教室　☎0979-22-2507

雅水会「第7回 水彩画展」が新博多町交流センター１F
にて3月4日（日）より11日（日）まで開催

毎年、繊細な水彩画が見る
人を魅了する雅水会による
水彩画展が今年も開催され
ます。城下町中津のひな祭
りも開催中なのでお散歩が
てら気軽にお立ち寄りを。

［料］無料
［時］3月4日（日）～11日（日）
10：00～17：00
※最終日は16：00まで 待　春　　外園雅美
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開催期間／
3月3日（土）・4日（日）
10：00～16：00

アースデイ中津　☎0979-32-3626

中津ひな祭りお楽しみ応援イベント  諸町町家カフェ

作家さんのマルシェ、地元の
音楽家生演奏、古着お洋
服の交換会を開催します。
城下町中津をぶらりと散策
してみませんか。
［所］中津市諸町旧人形の
コドモヤ

道の駅耶馬トピア　☎0979-52-2622

やばけい情報館２階に『道cafe』が
オープンしました。

『道cafe』は、地域おこし協力
隊が企画し準備を進めてきた
カフェです。注文を受けてから
一杯ずつ丁寧にドリップしたこ
だわりのコーヒーや耶馬溪産
の紅茶、その他の飲み物、地
域の素材を使った手作りス
イーツなどが楽しめます。［所］
本耶馬溪町 道の駅耶馬トピ
ア内やばけい情報館2階
［営］金・土・日曜日
 10：00～17：00

2017

12.2sat
OPEN

翔天食堂　☎0979-32-2601

店長が満面の笑みで出迎えてくれるお店
お客様に愛される大衆食堂です。

10種類以上の定食の中から
昼は３種類のおすすめ定食と
一押しの南蛮定食も有りま
す。夜も営業しているので会
社帰りでも気軽に入れます。
単品有り。是非絶品料理を味
わってみよう！
［所］中津市大貞371-49松
喜第二ビル1Ｆ
［休］不定休
［営］11：00～15：00
 17：00～21：00

2017

11.3sat
OPEN

アルフォンソ　☎0978-25-4567

毎日食べたくなる、こだわりの焼き方を一度味わってみて！
豊後高田の手作りパン屋さん「アルフォンソ」

ご主人の作るパンの美味しさ
に魅かれてご結婚を決めた奥
様。昭和の町中央通「旧共立
高田銀行（通称・赤レンガ）」
に、思わず立ち寄りたくなる豊
後高田の人気パン屋、自家製
パン工房「アルフォンソ」があり
ます。ぜひお召し上がり下さい♪
［所］豊後高田市 草地７３３３
［休］火・水曜日
［営］10:00～18:00

開催期間／2月20日（火）～3月5日（月）
              10：00～17:00

ギャラリー雲の森  ☎０９７９-５６-２３０９

 雲八幡宮のおひなまつり＆羽子板展

３００年以上の伝統を誇る老舗の人形問屋「吉
徳」より奉納された最高級品の七段雛と毎年
皇室に献上されている特別な羽子板（全２６
種）の展示会。今年の新作は、歌舞伎十八番
の「鳴神」や道成寺物に出てくる『押戻』です。

［所］ギャラリー雲の森
［休］毎週木曜日［料］300円（お土産付）
［駐］雲八幡宮文化館前、雲八幡宮境内

開催期間／
2月24日（土）～3月11日（日）
人間ひな飾り
3月3日（土）12：30～15：30
3月4日（日）12：30～15：30
【場所】中津城（奥平家歴史資料館）

中津耶馬渓観光協会  ☎0979-64-6565

第20回
城下町中津のひなまつり

城下町のまちなみに、奥平公に嫁ぐ際、国
子姫が持参した雛人形や江戸時代から伝
わる御殿雛など、貴重なひな人形が展示さ
れます。［所］中津城・諸町・福澤旧居・福澤
記念館・日の出町商店街・大江医家史料
館、中津市歴史民俗資料館ほか





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

●

オートクラブ
〒871-0153 大分県中津市大貞371-37

☎ 0979-26-5566
定休日／火曜日　営業時間／8:00 ～ 19:00

http://www.autoclub-onixnakatsu.com
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NEWS & EVENT

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。

一般社団法人 倫理研究所

平成30年度　家庭倫理講演会
「ともに生きる」

「ともに生きる」をテーマに掲げ、様々な事例
の紹介を通して、家庭や個人の立場から健
全な家庭づくりを地域社会に、押し進めてい
くことを目的に開催されます。講師は筒井道
幸氏。託児所あり。
［料］入場券1,000円
［問］米田 ☎0979-23-3690
［所］豊前市立多目的文化交流センター

開催日／3月18日（日）
           10:00～11:40   

●30分…￥2,100（税別）
●40分…￥3,200（税別）

整体さとう療術院　 ☎090-9079-0677

節や筋肉の痛み・コリを取るのはもちろん、
生理痛や便秘などでお悩みの方もお気軽にご相談下さい。

痛みやコリでお悩みではありません
か？体の健康は心の健康を作りま
す。悩みを抱えたままにせず、ぜひ
当院へご相談ください。
［所］宇佐市大字四日市1217日興7号
［時］AM10:30～PM7:30
［休］水曜日

腰痛・肩こり・五十肩・膝痛・座骨神経痛・
ギックリ腰・冷え性・生理痛・便秘・その他

17

豊前市役所観光物産課 ☎0979-82-1111

春の森林セラピー体験

3月25日は親子森林セラピーイベント！才尾
の一本桜見晴らしコースの森林散策した
後、ツリークライミング体験！！自然の木に遊
んでもらおう♪
［料］親子3,000円（追加大人2,000円 
子供1,000円）、昼食付
［所］山内古民家 森の学校

開催日／3月25日（日）
　　　　9:00～9:30 受付
　　　　       15:00 解散
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今月のつぶやき

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。

今から40年以上も前の話。

消費税が導入される10年以上も前。俺も小学校低学年。

夕方学校から帰ると祖父母どちらかから50円をもらい、家

の前にある中津で1番の品揃えの良い駄菓子屋へ。。。。

くじ付きカステラ、スルメ、ガム、紐付きのアメ。。。どれも10

円以下、50円あれば夕食前までバッチリ空腹をしのげるだ

けのお買い物を楽しめる。

それが現代はコンビニエンスストアに代わり50円ではなか

なか今の子供は楽しめない時代に。

そんなある日、ふと近所のコンビニのお菓子売り場へ。。。

何となく懐かしいむかし風のパッケージのお菓子を手に

取った。その名も「チョコケーキ」

価格は税込54円。安っ！!

家まで持ち帰る我慢が出来ず

駐車場でパクリっ！ウマっ！

なんじゃこりゃ？さっそくネットで検索。なんとあの96代内閣

総理大臣、安倍さんも大好き「ブラックサンダー」で有名な

有楽製菓やん？

むしろブラックサンダーよりうまいやん！

しかも2枚も入ってるやん？

中津名物「丸ボーロ」タイプやん？ふんわりしたスポンジに

コーティングされたチョコ。

これ！これですよ！

まさに子供の頃に駄菓子で買って食べてた味ですよ。

もう一度、コンビニ店内にもどり、レジ担当の女性に。。。

「すみません、一箱注文して下さい‼�」子供の頃出来な

かった大人買い。今ならできるキングマイルド。

有楽製菓（株） 「チョコケーキ」

vol.05

COLUM
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今月のつぶやき

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。

寒い日が続いていますが、いかがお過ごしですか？

この文章を書いている今も、外に雪が舞っている寒い夜です。

今月はそんな寒い日を楽しく乗り切る服の話。

お洒落さんだと「ヌプシ」「バルトロ」「スティープテック」と聞

くとはいはい、ノースフェイスね。と答えるほどファッション業

界では欠かせないアイテム「ノースフェイス」。

その中でもオススメしたいラインが2016SSシリーズであ

のsupremeとのコラボで世界中を沸かせた「ザ ノース

フェイス スティープテック」

ただあのスティープは普通の人にはてにはいらないよね？

芸能人、業界人、スタイリストさんが買って終わりよね？

そんな時オススメなのがスティープのwomanライン。

平たく言うと女モン。女性用のノースは男モンと色展開が

違うから人とかぶることが少なく目立つってわけ！

さらにスティープの良さはエクストリームスポーツ用なので

他のノースに比べてファスナーが斜めに付いててライダー

ス仕様になっていたり、フードが取り外せたり、ジッパーが

身体中についてたり「ノースフェイス」のマークがど真ん中

にあったり（通常、右か左）とギミックが満載‼

１つ持ってるとすごく便利よ

今回はモデルに俺よりカッコいい次男にお願いしました。

「ザ ノースフェイス スティープテック」

vol.04

手作りって楽しい♪毎日の生活がワクワクする
ハンドメイド作品をご紹介します！

すべて100均でそろっちゃう

デコパージュ

PROFILE
清永 千春（きよなが ちはる）

【材料】

石鹸に合わせて
チョキチョキチョキ～

ペーパーナプキンを
そっとのせ、真ん中から
ゆっくり外へ向けて
空気を抜きます。

この時、四隅をしっかり
塗ってね！石鹸を使用した
ときにココからはがれちゃう。

乾いたら、もう一度デコパージュ液を
塗り、乾いたらトップコートを塗ると
光沢が出るよ！！

この時、強くしちゃうと
やぶれちゃいます。

今度は、上から
デコパージュ液でコーティング。

ペーパーナプキンだと、
何枚か重なっているので
一枚にしてね。

筆で、デコパージュ液を
石鹸にぬりぬり～
表面をすべて塗ります。

●石鹸
●デコパージュ液
●筆 
●ペーパーナプキン
石鹸は、凹凸のないものを
準備してね♡

1

4

7 8

5 6

2 3

完成!

※デコパージュ液は、
　布用とオールマイティと
　トップコートがあるので
　気を付けて！！
※ペーパーナプキンは
　著作権などがあるので、
　販売はＮＧ
※自分用に作成するには
　どんな柄でも大丈夫です。

1980年、大阪生まれ。小学校入学と共に宇佐市へ
8歳と５歳の息子を育てるシングルマザー。
おうちの裏でticticをOPEN。
仕事・子育て・イベントに奔走中。
https://www.facebook.com/tictic226/　（tictic)

可愛い石鹸にして
芳香剤代わりに使用
するのもOK

COLUM
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HOSPITAL

※医療機関の変更が生じる可能性もございます。
※平成30年2月7日現在

今月の休日救急当番医【診療時間】午前9：00～午後5：00

2/25→3/21HOLIDAY EMERGENCY CLINIC

行橋・豊津・犀川・勝山・苅田 新行橋病院（行橋市道場寺） 　☎0930-24-8899

行橋市

内　科

2/25（日）

3/ 4（日）

11（日）

18（日）

21（水・祝）

杉原内科消化器科クリニック（中央町）
☎0979-26-0025

田中医院（植野）
☎0979-32-8567

宮田内科医院（牛神）
☎0979-22-3375

賀来内科循環器科医院（湯屋）
☎0979-26-0432

ふるかわメディカルクリニック（豊田町）
☎0979-24-4160

中津市

2/25（日）

3/ 4（日）

11（日）

18（日）

21（水・祝）

内尾整形外科医院（上宮永） 
☎0979-24-6878

南整形外科クリニック（殿町） 
☎0979-22-0241

酒井病院（中央町）
☎0979-22-0192

和田胃腸科内科クリニック（牛神） 
☎0979-23-6565

ANS皮膚科クリニック（金手） 
☎0979-22-1241

外　科中津市

2/25（日）

3/ 4（日）

11（日）

18（日）

21（水・祝）

槻木診療所（山国町槻木） 
☎0979-64-2024

熊谷循環器科内科医院（山国町守実） 
☎0979-62-2126

水谷クリニック（山国町守実）
☎0979-62-2336

下郷診療所（耶馬溪町樋山路）
☎0979-56-2361

津民診療所（耶馬溪町大野）
☎0979-54-2035

中津市 旧下毛地区

2/25（日）

3/ 4（日）

宇佐病院（宇佐市南宇佐） 
☎0978-37-0485

古荘医院（安心院町下毛） 
☎0978-44-0015

佐藤第二病院（宇佐市中原） 
☎0978-32-2100

和田病院（宇佐市出光）
☎0978-37-2500

宇佐レディースクリニック（宇佐市法鏡寺）
☎0978-33-3700

内科 原澤医院（宇佐市下高家）
☎0978-32-3222

宇佐市

11（日）

18（日）

轟木整形外科病院（宇佐市南宇佐） 
☎0978-37-2322

吉田耳鼻咽喉科（宇佐市上田） 
☎0978-25-4187

小野内科病院（宇佐市南敷田） 
☎0978-33-2180

クリニックオアシス（宇佐市和気）
☎0978-37-3700

院内中央病院（院内町大副） 
☎0978-42-5251

レディースクリニック松本醫院（宇佐市貴船町）
☎0978-38-7171

21（水・祝） 佐藤第一病院（宇佐市法鏡寺） 
☎0978-32-2110

宇佐リハビリ診療所（宇佐市山本） 
☎0978-33-5527

中島眼科（宇佐市東高家） 
☎0978-32-2600

豊後高田市

2/25（日）

3/ 4（日）

11（日）

18（日）

21（水・祝）

野中医院（築地）
☎0978-２７-３０２５

鴛海医院（玉津）
☎0978-２４-１１０３

みずのえ呼吸器内科クリニック（界）
☎0978-２３-１１５９

せぐち内科（玉津）
☎0978-２３-００６６

ながまつ内科・小児科クリニック（玉津）
☎0978-２２-００２２

医　科 豊後高田市

2/25（日）

3/ 4（日）

11（日）

18（日）

21（水・祝）

池田歯科医院（宇佐市樋田）
☎0978-３２-０４２６

石川歯科医院（宇佐市南宇佐）
☎0978-３７-１７１１

石部ファミリー歯科医院（宇佐市江須賀）
☎0978-３４-８０１４

石部歯科（宇佐市長洲）
☎0978-３８-４６１１

いわお歯科（宇佐市別府）
☎0978-３２-６３００

歯　科

CHILDREN'S MEDICAL
中津市民病院の副院長で小児科医である
是松先生がさまざまな子供の病気について
お話してくださいます。

これからの時期に気をつけたい
子供の病気についてのお話。

今月は「麻疹」のお話

麻疹ってご存知ですか？「はしか」と聞けば「ああ、

昔の病気でしょ」と思われるかもしれません。しかし、

2年前、海外アーティストによる日本のアリーナライ

ブの客席に麻疹の人が1人いただけで、アリーナ

中の予防接種をしていなかった人たちが麻疹にな

りました。強烈な感染力をもった病気です。そこで今

回のワンポイントレッスン。

麻疹は江戸時代には命定めの病と言われ、子ども

の寿命は麻疹にかかるかどうかで決まるとされてい

ました。「江戸時代の話でしょ」と思われるかもしれ

ませんが、現代も治療薬はありません。

ワクチン後進国の日本はつい数年前まで「麻疹輸

出国」との汚名を着せられていました。修学旅行で

PROFILE

是松聖悟（これまつ・せいご）
平成3年大分医科大学卒業。
大分大学客員教授。
医学博士、小児科指導医、
アレルギー指導医、小児神経指導医。

海外に行った子どもが麻疹を発症したがために、

学年全員が帰国できず隔離されたこともありました。

今、昔の病気のように思えるのは、予防接種率が

上がったからです。病気になれば病院にかかれば

いい。病院で治療を受ければ治るのが当たり前と

いう考えは全くの間違いです。これらの感染症から

守れる力はどんな名医にもありません。

麻疹はMRワクチンとして予防接種されています。1

歳になったらすぐに接種し、小

学校入学前年には2度目の

接種をしてください。接種した

ことのない人は、少なくとも1

度は予防接種してください。

行橋市で掲載の病院は24時間対応
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内　容／調理師・調理補助など
時　給／①正社員
　　　　　給与200,000～300,000円
　　　　②パート・アルバイト
　　　　　時給790円～（昇給有）
時　間／①正社員 8：00～17：00
　　　　②パート・アルバイト
　　　　　※時間は応相談
待　遇／各種保険、交通費支給
応　募／お気軽にお電話下さい。
http://www.newizumi.com

調理師・調理補助スタッフ募集！

㈲ニューいずみ産業
☎0979-82-1020（担当／和泉）

正 ア パ

福岡県豊前市三毛門261-1

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。

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）

★新店につき、2018年4月より3ヶ月以上勤務を継続された従業員については、
   皆勤賞として7月に30,000円のお礼金を支給致します。
★通勤は、東九州道利用可能、椎田道路利用可能。
★未経験者・・・興味がある方歓迎！栄養士免許、調理師免許を持っている方は特に大歓迎！
★正社員は社宅も可能。親切・丁寧にご指導させて頂きますので、
　安心してご応募下さい。

給　与／①調理員（パート）      　　　時給870円～1,170円
　　　　②調理員（洗浄パート）　　　時給1,000円（交通費込）
　　　　③店舗責任者（栄養士正社員）月給195,000円～300,000円
　　　　④栄養士（正社員、 契約社員）月給180,000円～250,000円
　　　　⑤調理責任者（調理師正社員）月給220,000円～350,000円
時　間／①基本6:00～12:00（休憩30分）13:30～19:30（休憩30分）交代制1日5.5H
　　　　②基本8:00～10：00、12：30～14：30、17：30～19：30 1日2.0H（2、3回勤務可能）　　　　
           ③基本9:00～18:00（現場勤務もあります。）1日8.0H
           ④基本5:30～15:00（休憩90分）10:30～19:30（休憩60分）交代制1日8.0H
　　　　⑤基本5:30～15:00（休憩90分）10:30～19:30（休憩60分）交代制1日8.0H
休　日／週休2日5日勤務可能（短日数勤務も可能）、2交代制（固定勤務も可能、要相談）　
待　遇／交通費規定支給、制服（夏冬制服貸与）、社会保険等完備
応　募／詳細については、随時面接をさせて頂きます。まずはお電話ください。

勤務地／大川病院（福岡県豊前市大字四郎丸）
職　種／①調理員
　　　　②調理員（洗浄）
　　　　③店舗責任者（栄養士）
　　　　④現場栄養士
　　　　⑤調理責任者
内　容／①現場調理補助・盛付・配膳・洗浄
           ②現場・洗浄・配膳車清掃・セッティング
           ③給食業務 現場検品、納品、配膳、
　　　　　事務発注、在庫管理、締書類等
　　　　④現場盛付・配膳・検品納品、在庫管理
           ⑤現場調理・切込・盛付・配膳・洗浄・清掃等、全体管理

病院給食経験者及び、調理のお仕事に興味がありファイトある方大募集！正 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
☎092-413-3922（担当／赤松 080-2707-7445、村瀬 090-6596-3683）

職　種／ホールスタッフ、調理
給　与／時給800円（研修期間有） ※学生は750円 ★土・日は50円UP!
時　間／11:00～23:00の間 ★1日3時間～、週2日～OK!  ★土日出来る方大歓迎！
休　日／シフト制
待　遇／制服貸与、車通勤OK、食事補助有
応　募／電話連絡後、履歴書（写真貼）をご持参下さい。
★高校生OK! ★フリーター、既婚者の方も大歓迎!!

土日祝 働ける方大歓迎!! 1日3h～、週2日～勤務OK!!ア

らーめん五九〇（ごくまる）宇佐店
☎0978-33-5644（担当／石田）
宇佐市大字四日市85-1

らーめん五九〇（ごくまる）中津店
☎0979-26-0696（担当／川原）
中津市蠣瀬860-1（マルミヤストア蛎瀬店 横）

職　種／①ライフサービススタッフ（フルタイム） ②ライフサービススタッフ（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。

常勤・非常勤パート、ライスサービススタッフ大募集！パ

中津紫雲閣
☎0979-23-4444（担当／麻生）
中津市上宮永3

24



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。

★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（担当／松木）

Pasta＆Pizza 501
☎090-4510-7506

職　種／レジン（コンクリート）製造工
　　　　マンホール部品を
　　　　製造する型を作る作業。
　　　　金型の清掃、組付など。
給　与／147,000～168,000円
時　間／7:00～16:00
休　日／土曜、日曜、祝日（週休2日制）
待　遇／雇用保険、労災保険、
　　　　健康保険、厚生年金
応　募／まずはお気軽にご連絡ください。

レジン（コンクリート）製造工 正社員募集！正

中津市大字諸田622-3

有限会社 日設機材
☎0979-32-8619（担当／奥村）

職　種／事務補助及び漬物出荷作業
給　与／時給830～1,000円
　　　　※職種により異なります
時　間／8:30～16:00
　　　　9:00～15:00
　　　　※勤務時間は相談に応じます
休　日／木曜、日曜、他
待　遇／雇用保険完備、交通費支給
　　　　制服貸与、各種手当有
資　格／高卒以上

応　募／電話連絡後、履歴書をご持参下さい。
★正社員登用制度有
★男女スタッフ活躍中!!
★主婦（夫）、子育て中のスタッフも活躍中!!

急募!! パート募集中！ 明るく元気な職場です

築上郡吉富町広津280-7

デイリーフーズ 株式会社 若山食品
☎0979-22-1274（担当／わかやま）

パ

HACCP衛生管
理プログラムに
基づいて製造さ
れています。

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））

JOB GUIDE

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）

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
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勤務地／ドコモショップ豊前店
職　種／①ショップスタッフ（正社員）
内　容／窓口での受付業務全般（新規契約、機種変更、オプションサービスなどのご案内）
給　与／月給168,000円～260,000円（正社員雇用時初任給）
           　※基本給150,000円～／責任手当8,000円～
　　　　　     資格手当5,000円～70,000円（2ヵ月に1度）精勤手当10,000円／扶養手当、残業手当
時　間／9：30～19：00（休憩90分）
休　日／完全週休2日制（シフト制）
待　遇／社会保険・雇用保険・退職金制度有・交通費支給
応　募／まずはお気軽にお電話ください。（TEL受付 月～金 10時～16時）

店舗拡張オープンにつきスタッフ募集！正 パ

福岡県田川郡川崎町田原547-1

株式会社 KTネットワーク
☎0947-73-9017（担当／木下）

職　種／②スマホ初期設定ヘルパー（パート／アルバイト）
内　容／お客様にご購入いただいたスマートフォンの初期設定作業
給　与／時給800円以上
時　間／11～19時の間で応相談（短時間勤務可、土日働ける方大歓迎）
休　日／応相談（週2～3日勤務可）
待　遇／交通費支給（通勤距離による）

★入社後は専任の研修担当がしっかりサポートいたします。未経験者、男性の方も大歓迎です！
★仲の良い職場です。定期開催のご褒美食事会は常に大盛況！
★実績に応じ正社員は年1回の社員旅行実施。昨年は沖縄、旅費は全て会社負担です♪

JOB GUIDE

内　容／ホテルの店内業務（簡単なフロント業務、清掃業務）
勤務地／①中津市大字下池永 ②中津市大字野依 ③中津市大字鍋島
給　与／時給770円～1,000円 ※深夜手当付
時　間／9：00～17：00、17：00～1：00、1：00～9：00
           3交替のシフト制 ※時間は応相談
待　遇／交通費支給規定（当社規定）、深夜手当、社員登用有り
応　募／お気軽にお電話下さい。

★20～40代の女性活躍中！
★WワークOK！（時間は要相談）
★平日のみ・土日祝のみ大歓迎！
★一緒に3店舗を盛り上げましょう♪

新店舗OPENにつきスタッフ急募！

中津パル・PAL ANNEX・ホテルNEO
☎0979-32-8550（担当／支配人）

正 ア パ

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漁協、直売所、食堂での業務全般（正社員）
　　　　②直売所でのレジ ③食堂での調理補助 ④食堂でのホールスタッフ
給　与／①月給140,000円～ ※別途手当有
　　　　②時給800円 ③時給810円 ④時給800円（土・日・祝は20円アップ）
時　間／①8:00～17:00 ②12:30～17:00
           ③8:30～17:30 ④10:30～14:30
休　日／①週休2日制 ②週30時間未満勤務 ③④勤務日数相談可
待　遇／①各種保険完備、交通費支給（規定有）
　　　　　マイカー通勤可
　　　　②③④マイカー通勤可
応　募／まずはお気軽にお電話ください。

うみてらす豊前、スタッフ大募集！正 パ

豊築漁業協同組合 うみてらす豊前
☎0979-83-2228
豊前市大字宇島76-31

職　種／エステアシスタント
給　与／11:00～16:00 時給   900円
           18:00～21:00 時給1,000円
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！
★正社員も募集中！詳細はお問合せ下さい。

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／①ヘアースタイリスト ②ヘアーアシスタント ③アイリスト ④ネイリスト
内　容／サロンワーク、ブライダル、着付、メイク、撮影
資　格／国家資格、資格取得予定、ネイル検定取得
勤務地／中津店 or 豊前店  相談希望有り
給　与／●基本給133,000円 ●技能手当 5,000～35,000円
           ●人事手当1,000～100,000円 ●職能手当1,000～300,000円
           ●交通費3,000～10,000円  初任給目安155,000～220,000円
時　間／月曜日～金曜日10:00～19:00、土曜日9:30～19:00、日曜日・祝日9:30～18:00
休　日／4月より第三日曜日・月曜日 定休日＋交代休み6日（完全週休二日制）
待　遇／社会保険・厚生年金・雇用保険・労働保険・慰安旅行・夏季 冬季休み
           各3～4日休み・海外研修優遇・賞与(実績に応じて)
応　募／電話にて面接予約（要履歴書）不明点などお気軽にお問合せください。

職　種／ヘアースタイリスト・アシスタント、ネイリスト、アイリスト（パート・アルバイト）
内　容／サロンワーク、ブライダル、着付、メイク、撮影
給　与／800～1200円＋歩合給
★勤務時間・勤務曜日などお気軽にお問合せ下さい。
★女性パートやママさん美容スタッフを応援いたします！
★4月より中津店リニューアルオープン予定‼ 週休二日制で充実した勤務体制。
　ママさん美容スタッフにもやりがいのある仕事を。時間や勤務日など
　お気軽にお問合せください。楽しく、一緒に働くスタッフを募集しています！

ヘアースタイリスト・アシスタント、アイリスト、ネイリスト 大募集！正 パ

中津市万田609-1

ルクアグループ 株式会社
☎0979-26-0717（担当／用松（もちまつ））
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職　種／賃貸物件の情報をパソコン
　　　　（ワード・エクセル）での入力作業。
　　　　来客、電話での接客対応業務。
資　格／パソコンの操作ができる方
　　　　要普通自動車免許
給　与／時給800円 ※土・日勤務の場合は900円
時　間／10:00～16:00（シフト制）
休　日／水曜、他
待　遇／遠方の方は交通費支給（5,000円まで）
応　募／まずはお気軽にご連絡ください。
★明るく接客できる方、未経験でもOK! 
　誰でもできる簡単な作業です。

未経験でもOK！ 簡単なパソコン入力のお仕事です。パ

中津市中殿町3丁目20-1

株式会社 エリアプラニング
☎0979-22-5383（担当／奈良）

JOB GUIDE

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770円～850円
　　　　試用期間750円
時　間／7：00～17：00
　　　　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

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

土・日できる方、優遇!!  朝・夕・夜アルバイト募集！ア

豊前市荒堀441-1 

ファミリーマート豊前警察署前店
☎0979-84-0081ファミリーマートは、サッカー日本代表の

サポーティングカンパニーです。

初めて立ち寄ったのにどこかほっとする… そんなコンビニを私たちと一緒に創りませんか。

時　間／①8:00～13:00
　　　　②13:00～17:00
　　　　③17:00～22:00
　　　　④22:00～翌8:00

給　与／①②③時給790円～ ④時給988円
待　遇／制服貸与、マイカー通勤OK
応　募／まずはお気軽にお電話下さい。
★朝・夕・夜どの時間帯も大歓迎!!

内　容／万田店・沖代店…各店レジ係
給　与／万田店・沖代店①②③時給800円～
           全店共通④時給850円～
時　間／①AM8：30～PM13：30
           ②PM13：00～PM18：00
　　　　③AM8：30～PM17：30（1時間休憩）
           ④PM17：00～PM22：00
           ※勤務時間等相談に応じます。
待　遇／皆勤手当毎月あり、通勤手当あり（当社規定による）
応　募／まずはお気軽にお電話にてお問い合わせください。

万田店・沖代店レジ係 大募集!

中津市大字万田391-1

スーパー細川
☎080-4092-8340（担当／イソ）

パ

スーパー

HOSOKAWA

内　容／コンビニ業務　★学生、フリーター、主婦、未経験の方でも大歓迎!!

１日2時間からでもOK!! 勤務時間や日数、応相談！パ ア

福岡県豊前市大字三毛門405

セブン-イレブン 豊前三毛門店
☎0979-82-6490

●平日
① 6:00～  8:00  時給790円
②13:00～17:00  時給790円
③16:00～22:00  時給790円
　※2時間勤務可
　（例）16:00～18:00/20:00～22:00
　　　17:00～19:00/19:00～21:00
　　　20:00～22:00 等
④22:00～翌6:00  時給988円
　（深夜手当て込み）

●土日祝
① 6:00～  8:00
② 8:00～13:00
③13:00～17:00
④14:00～18:00
⑤15:00～19:00
⑥17:00～21:00
⑦18:00～22:00
⑧22:00～翌6:00
  （深夜手当て込み）

時給790円

時給790円

時給988円

■ ●

●

吉富中
●
日産

ニューいずみ
県道113号←行橋 中津→

三毛門駅

職　種／事務員
内　容／経理、事務作業全般
給　与／（正社員）月給140,000～160,000円（試用期間3ヶ月 140,000円）
　　　　※アルバイトも可（お問い合わせ下さい）
           （パート）時給900円
時　間／（正社員）8:00～17:30（8h） （パート）9:00～16:00
休　日／（正社員）日曜日、隔週2日、夏期休暇、年末年始 （パート）土・日・祝日
待　遇／資格手当有、各種手当有、賞与有、
　　　　キャリアップ応援制度有
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
　　　　面接の日時をお知らせします。

事務員急募！ 初心者、一人親方も大歓迎！正 パ

いろは建築技巧
☎0979-64-7070（担当／植山）
中津市大字福島2144番地

内　容／自動車部品製造
　　　　★簡単な作業です！
資　格／初心者でもOK!
応　募／その他詳細はお気軽に
　　　　お問い合わせください。
　　　　※募集受付：月～金曜日

パートさん急募！

築上郡上毛町大字中村

吉富ハーネス 株式会社
☎0979-72-4613

パ
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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 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）

©'76,'91,'96,'01,'12,'18 SANRIO

『パスポートペアチケット』（入園+アトラクション）
有効期限 2018/6/30 ペア5組10名様にプレゼント!

SNS映えするイースターフォトスポット＆キャ
ラクターエッグハントが新登場！さらに、かわい
いイースター衣装のキャラクターたちのパ
レードやグリーティングも開催

ハッピーイースター
3月17日（土）～5月30日（水）
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
2018.3.10（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）

 

『からあげほねなしミックス 1,000円分』を
３名様にプレゼント!プレゼント!

ルートイン中津の前にお店が有り、出
張で来た会社員の方々が必ず買って
帰ると言うオススメ品や唐揚げを味
わって下さい。経験・知識・技術を積み、
仕込み～仕入れ～タレ漬け込みをオー
ナー自ら行い味をブレさせず徹底してこだ
わり抜いた本物の中津からあげです。

03
中津 彩鶏々

彩鶏 （々イロトリドリ） ☎ 0979-24-0073 中津市大字中殿485-1（中津ルートインホテル横）
営／11：00～20：00（LO 19：50）　休／月曜

 

『1,000円分のお食事券』を３名様にプレゼント!

北海道から新鮮な魚を直送で、刺身、
煮付け、フライなど、絶品な品々ばかり
です。お酒の方も数々の銘柄を揃えて
います。立ち寄りたいお店です。

※おつりは出ません

02
居酒屋 かぼす

居酒屋 かぼす    ☎ 0979-33-1787 中津市上如水350-4     営／17：30～LAST 
休／火曜日（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。

FREEスタッフ募集！ （パート） ●デザイナー  時間／10:00～18：00の間で4～5時間  時給／800円
●営業スタッフ  時間／10:00～18：00の間で4～5時間  時給／800円

N E X T  F R E E   2 0 1 8 . 3 . 2 0 . P U B L I S H !
フリーマガジンFREEは、毎月20日に豊後高田・宇佐・中津・吉富・上毛・豊前・築上・行橋エリアの
ショッピングモール、スーパー、コンビニ、公共施設、病院、幼稚園…に設置しています。






