中面 210mm

中面 210mm

G OTO FO O DS & PR O D U C TS A LLE Y M E E TS N A K AGAWA

WORKSHOP

1/10（金）〜12（日） 10:00〜19:30

五島椿のワークショップ
1/11（土）・12（日） 10:00〜16:00

フード
「かんころ餅」、五島が日本トップクラスの生産量を誇る
「椿油」を使った化粧品や食料品など
など、福岡では滅多にお目にかかることができない五島市の特産品をどーんとお持ちいたします！

ワークショップメニュー
料金：各500円

B a t h bo m
b

Lip

●つばきのリップクリーム作り
●つばきのバスボム作り
●つばきのオイルパフューム作り
●椿油ハンドエステ
（女性限定）

2階 PARK FLOOR

博多南ナチュラルビア＆
オイスターガーデン

1/10（金）〜12（日） 10:00〜20:30

1/10（金） 17:00〜22:30
1/11（土）・12（日） 12:00〜22:30

博多南駅直結の駅前ビルにあるカフェで
す。那珂川で作られたものを中心に、大
切にご提供させていただいています。竹
炭で手焼き焙煎されたコーヒーや、オ
リーブの葉を使用したお茶、老舗醤油店
が作る甘酒などの那珂川こだわり素材を
取り入れたメニューや、食や本、アート
に関するイベントを実施して、日常の中
に、小さくて特別な時間をお届けできた
らと思っています。

博多南ナチュラルビア＆オイスターガーデンは
「生産者の顔が見える」を
コンセプトに、福岡県那珂川市にある博多南駅前ビル 4 階屋上庭園で、
夏はビアガーデン、冬は牡蠣小屋として、年間通して、那珂川市の旬の
食材と、糸島市の牡蠣やサザエなどの魚介を提供しています。地産地消
を推進し、地域に貢献できるお店を目指しています。そのために地元生
産者15 軒の元を訪れ、毎日新鮮食材の仕入れを直接行っています。

コラボメニュー

コラボメニュー

・五島特産きびなごと那珂川野菜のいりやき
・五島手延べうどんの地獄炊き
（那珂川マルサンだしで）
・五島地鶏しまさざなみと
那珂川地鶏金太郎鶏の地鶏の食べ比べ

・那珂川季節野菜の椿そば
・カラフルかんころもちお茶セット
・いちごの和パフェ

・バンブーコーヒー
・オリーブミルクティー
・かほりのみるくココア
・napanとminapann那珂川トースト

おススメメニュー
・那珂川特産高木さんのかしわおにぎりの炭焼き
・オリーブエキスに漬け込んださっぱりから揚げ
・春夏限定 坂井農園のアスパラの豚バラ巻き
・金太郎鶏のだしまき玉子

地

椿ランププログラミング
ワークショップ

17:00〜18:00

要予約

HAKASE-SUN | 今年キャリア28 年を迎えるレゲエ・キーボーディ
スト。
LITTLE TEMPO や再始動したFISHMANSのほか、
KODAMA
AND THE DUB STATION BAND 、OKI DUB AINU BAND 、川
上つよし
（東京スカパラダイスオーケストラ）と彼のムードメイカーズ、
竹中直人&オレンジ気分バンドのメンバーとして国内外での演奏活動
を繰り広げている。

（材料費込）
料金：1000円
【ご予約】こととば那珂川

TEL：092-710-2003
MAIL：mail@cototoba.com

サヨコ、ナラ、
Hakase-sun
スペシャルユニットライブ
18:30〜20:00

one day
jack!

1/11（土）
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五島牛は高級和牛！ 五島牛100
パーセント使用の100ｇの手ごねハ
ンバーグに国産小麦粉とバターを
使ってゆっくり発酵させた自家製パ
ン100gを使用したボリュームバー
ガー。マ
 ヨネーズも自家製です。

HAKASE-SUNソロライブ

椿まつりを明るく灯そう！

Scratchという小学生から出来る大人気
のプログラミング言語を使い、LEDを点
滅させて、光るつばきの花を作ろう！こ
のワークショップでは楽しく手を動かし
ながら、簡単なプログラミング&電子工
作の体験が出来ます。紙などを使った工
作と一緒にプログラミングを体験するこ
とで、論理的思考能力や問題解決力を
鍛える糸口を体験しましょう。

のみ

五島牛バーガー

HAKASE-SUNソロ、サヨコオトナラで活躍するサ
ヨコ、奈良大介、そしてHAKAE-SUNをゲストに
｜ 出演 ｜
サヨコ
（サヨコオトナラ、ex-ZELDA etc.）
奈良大介
（サヨコオトナラ etc.）
HAK ASE-SUN（LIT TLE TEMPO、FISHMANS 、
KODAMA AND THE DUB STATION BAND etc.）

①10:30〜12:00
②14:00〜15:30
（定員12名）

おススメメニュー

メニューは変更することがあります。

サヨコと、ナラと、
HAKASE-SUNと、
リディムの冬旅

1/11（土）・12（日）

メニューは変更することがあります。

そのほか、パプリカ、トマトのメニューなど

17:00〜20:00
入場無料

迎えたスペシャルユニットの新春ツーマンライブ！

2階 イベントスペース

cafe Ruruq（カフェ ルルン）

1/11（土）

2階 イベントスペース

2月に五島で開催される五島椿まつりの期間中に、五島で体験
できる椿油を使ったワークショップを一足先に体験できます！
椿油を贅沢にたっぷりと使ったハンドエステやリップクリーム作
りなど、子供から大人まで楽しめるワークショップです！

日本 3大うどんの一つとも言われる
「五島うどん」、昔から各家庭で作り食べられてきた五島のソウル

4階 GARDEN FLOOR

どなたでも
その場で
ご参加できます！
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2階 イベントスペース
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・鬼岳バーガー ￥1,150
・ベーコンエッグバーガー ￥950
・照り焼きバーガー ￥850
・五島牛バーガー ￥800
価格は税込
数に限りがございます。売り切れ次第終了です。

博多南駅前ビル「ナカイチ」
〒811-1213 福岡県那珂川市中原 2丁目120

https://cototoba.com/info/
【ナカイチまでのアクセス】
新幹線利用／博多駅から約 8分
西鉄バス利用／大橋駅から約30分
自転車利用／天神から約 40分

【お車でお越しのかたは近隣パーキングをご利用ください】
●駅前ロータリー（博多南駅前広場）
［駐車場 15台分設置］
●駅ヨコ24（ネクステップ博多南有料駐車場）
●タイムズJR博多南駅前／タイムズJR博多南駅前第 2

サヨコ | 伝説の女性 New Wa
veバンド「ゼルダ」の歌い手とし
て活動後、ジャマイカ録音した
「上を向いて歩こう」を含むソロ
アルバムをリリース。スタイルを
超えて地球鳴りの音楽を奏でる
「サヨコオトナラ」や、ソロセッ
ションで、日本各地・奥地を巡
り、パワフルで透明な歌声で躍
動するイノチの世界を歌い紡ぐ。

奈良大介 | セネガル出身のマム
ドゥ・カンデ氏、ギニア共和国の
ラミン・ロペス氏に師 事。JAH
K.S.K & JOMORE STARS 、
やっほ ーバンド、PJ アコ ース
ティックスタイル、サヨコオトナ
ラ、朝崎郁恵（奄美島唄）
、マブ
リ、DOUNIYAH 等で 活 動 中。
ジェンベ&ギターを弾き、地球鳴
りの世界を響かせます。

