
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょっくらふれ旅申し込み・お問い合わせはイベント記載の連絡先にお願いします。

34 親子で冒険！そしてクリアーせよ
スカベンジャーハント

●とき･･･8月7日（日）※雨天の場合
8月21日（日）に延期

　午前9時～正午
●ところ･･･鞍手町立西川第一保育

所の駐車場（保育所正門の向かい
側）（鞍手町大字室木1312）

●駐車場･･･20台
●料金･･･（大人）1000円 (子ども)500円
●定員･･･30組（最少10組）
●持ってくるもの･･･タオル、帽子、水

筒、日焼け止め、虫よけ、（着替えた
い人は）Tシャツ

［申込先］播野巧磨
　TEL：090-4827-2738

32 ボランティアガイド泰山木の会と歩く
直方の近代化産業遺産（レトロコース）
●とき･･･7/30（土）
　午前10時～11時30分
●ところ･･･アートスペース谷尾前
（直方古町10-20）

●駐車場･･･直方駅付近有料駐車場有
●料金･･･（大人）700円
　　　　  （子ども）400円
●最少催行人数･･･5人
●持ってくるもの･･･歩きやすい服

装、タオル、帽子、飲み物
［申込先］直方市観光物産振興協会
　TEL：0949-28-8135
　FAX：0949-28-8136

02 ウクレレを弾きながら
優雅にハワイアンティータイム
●対象･･･小学生以上
●と き･･･8/6（土）8/13（土）8/20
（土）午後2時～3時30分

●ところ･･･レッツフラノヘアスタジ
オ（鞍手郡鞍手町小牧1339-2）

●駐車場･･･5台
●料金･･･500円
●定員･･･5人（最少3人）
●持ってくるもの･･･筆記用具

［申込先］ウクレレ ホヌオハナ
　TEL：080-5284-2577

01 光福寺にて三文の徳
一日の始まりにココロと

カラダを整える　お寺で朝ヨガ
●対象･･･小学生以上
●とき･･･7/31（日）8/7（日）
　午前7時～9時
●ところ･･･光福寺（直方市下境1638）
●駐車場･･･30台
●料金･･･（大人）1500円
　　　　  （子ども）500円
●定員･･･25人
●持ってくるもの･･･飲み物、タオル、

ヨガマット（※貸出200円）
［申込先］Studio Marru（スタジオ マ

アル）
　TEL：090-9498-6642

29 ちょっくらマジックカフェが
あなたを魔法の世界へご招待
●とき･･･8/6（土）8/26（金）
　午後2時～４時
●ところ･･･マジックカフェ美月（鞍手

郡小竹町御徳1070）
●駐車場･･･10台
●料金･･･（大人）2000円
　　　　  （子ども）1000円
　           （小学生未満）無料
●定員･･･10人（最少2人）

［申込先］マジックカフェ美月
　TEL：090-3012-1212

28 親子で楽しくDIY体験
わくわく木工教室

●対象･･･6歳以上（10歳以下は保護
者同伴）

●とき･･･8/7（日）
　午前10時～午後3時
●ところ･･･㈱フクモト工業（鞍手郡

鞍手町大字室木1054-2）
●駐車場･･･20台
●料金･･･（大人）1000円
　　　　 （子ども）800円
●定員･･･20人（最少5人）

［申込先］直方市観光物産振興協会
TEL：0949-28-8135

　FAX：0949-28-8136

26 竹の水鉄砲＆流しそうめんを楽しもう！
小竹ココだけ竹体験

●対象･･･小学生以上
●とき･･･7/31（日）
　午前10時～午後2時
●ところ･･･小竹町中央公民館（鞍手

郡小竹町大字勝野1757）
●駐車場･･･100台
●料金･･･1000円
●定員･･･20人（最少10人）
●持ってくるもの･･･着替え、軍手、タ

オル、飲み物
［申込先］竹工房　博
　TEL：090-9585-2518
　FAX：09496-2-3306

25 今、人気急上昇中のポーセラーツで
オリジナルマグカップを作ろう
●対象･･･小学生以上
●とき･･･7/23（土）7/24（日）
　午前10時～11時30分、午後1時～

２時
●ところ･･･アトリエブランシュ（直方

市感田1842-3　BASIC 202号）
●駐車場･･･13台
●料金･･･800円
●定員･･･8人（最少2人）
●持ってくるもの･･･上履き

［申込先］アトリエブランシュ
　TEL：0949-28-9567

24 大人気の習い事
ポーセラーツで成金皿を作ろう
●対象･･･中学生以上
●とき･･･7/16（土）午前10時30分～

正午、午後1時30分～3時
　7/17（日）午前10時30分～正午
●ところ･･･アトリエブランシュ（直方

市感田1842-3　BASIC 202号）
●駐車場･･･13台
●料金･･･1000円
●定員･･･8人（最少2人）
●持ってくるもの･･･上履き

［申込先］アトリエブランシュ
　TEL：0949-28-9567

23 布のあたたかさにふれて幸せな気分
布で作るリボンボール

●対象･･･中学生以上
●とき･･･7/30（土）8/27（土）
　午前10時～正午
●ところ･･･手芸やさんChary（チャ

ーリー）（直方市湯野原2-2-1-105）
●駐車場･･･4台
●料金･･･1800円
●定員･･･8人（最少2人）

［申込先］手芸やさんＣhary（チャー
リー）

　TEL：0949-26-0411

22 スイーツデコ
お菓子の時計作り

●とき･･･7/24（日）午前10時～正午
　7/30（土）午前10時～正午
　8/12（金）午後1時～3時
　8/21（日）午前10時～正午
●ところ･･･直方歳時館（直方市新町

1-1-18）
●駐車場･･･40台
●料金･･･1500円
●定員･･･15人（最少2人）

［申込先］大鶴憲子
　TEL：090-8834-1826

21 あなたの個性を字に表現
筆ペン教室

●対象･･･小学生以上
●と き･･･7/27（水）8/3（水）8/10
（水）8/24（水）8/31（水）

　午前11時～正午、午後1時～2時、
3時～4時

●ところ･･･Samitoぎゃらりー（宮若
市上大隈642-11）

●駐車場･･･4台
●料金･･･1000円
●定員･･･5人

［申込先］Samitoぎゃらりー
　TEL：090-1167-9475

18 貝とドライフラワーで感じる
‘ちいさな夏’

●対象･･･小学生以上（小学生は保護者同
伴）

●と き･･･7/22（金）8/21（日）8/26（金）
午前10時～正午

●ところ･･･若 宮 商 工 会 館（宮 若 市 福 丸
250-1）

●駐車場･･･20台
●料金･･･1600円
●定員･･･10人（最少3人）
●持ってくるもの･･･エプロン、ハサミ、
　幅３０センチメートル程のマチあり紙袋

［申込先］ZAKKA Marble
　（ザッカマーブル）
　TEL：070-5497-9050

20 プリザーブドフラワーで
小さなブーケを作ってみましょう！
●対象･･･小学生以下は保護者同伴
●とき･･･8/27（土）8/28（日）
　午後1時～3時
●ところ･･･小竹町中央公民館（鞍手

郡小竹町大字勝野1757）
●駐車場･･･100台
●料金･･･（大人）2000円
　　　　  （子ども）1000円
●定員･･･5人（最少2人）
●持ってくるもの･･･ハサミ、持ち帰

り用の袋
［申込先］アトリエふみ
　TEL：090-1087-1668
　FAX：0949-62-3640

19 パッチワーク、キルト専門店の店主が教える
和布で作るコサージュ

●対象･･･小学生以上（小学生は保護者同
伴）

●と き･･･7/30（土）8/20（土）8/27（土）
午後1時～3時

●ところ･･･キルトショップミモザ（直方市
頓野1863-2　サンモール102）

●駐車場･･･2台
●料金･･･1000円
●定員･･･4人
●持ってくるもの･･･布切りはさみ、ウェット

ティッシュ
［申込先］キルトショップ　ミモザ
　TEL：0949-26-8970
　FAX：0949-26-8970

17 作ってにっこり　もらってにっこり
親子で楽しむ絵手紙づくり
●対象･･･小学生以上（小学生は保護者同

伴）
●とき･･･8/7（日） 午前10時～正午
●ところ･･･鞍手町中央公民館（鞍手町大

字小牧2105番地）
●駐車場･･･100台
●料金･･･（大人）1200円（子ども）無料
●定員･･･20人（10組）（最少10人（5組））
●持ってくるもの･･･絵が描けるもの（絵

具と筆のセット、クレヨン、色鉛筆な
ど）、エプロン（汚れてもいい服装）、汚
れてもいいタオル

［申込先］石井京子
　TEL：090-3329-8264

16 亀甲山窯元に学ぶ
親子陶芸体験

●対象･･･小学生以上（小学生は保護者同
伴）

●とき･･･7/31（日） 午前10時～正午
●ところ･･･亀甲山窯（住所/鞍手町大字長

谷546番地2）※長谷観音のそば
●駐車場･･･10台
●料金･･･（大人）1500円（子ども）無料
●定員･･･20人（10組）（最少8人（4組））
●持ってくるもの･･･汗ふきタオル、エプロ

ン（汚れてもいい服装）、スポンジ、水筒
（飲み物）

［申込先］亀甲山窯
　ＴＥＬ：0949-42-2022

12 風情あふれる直方歳時館にて
アイスコーヒーを楽しむ会
●とき･･･7/24（日）8/7（日）
　午後2時～４時
●ところ･･･直方歳時館（直方市新町

1-1-18）
●駐車場･･･30台
●料金･･･1500円（小学生以下無料）
●定員･･･12人（最少5人）

［申込先］よつば珈琲
　TEL：080-5248-6196

11【持ち帰り講座】パーティーの主役はこれで決まり！
目からウロコの簡単ローストビーフ作り
●とき･･･7/26（火）
　午前10時～正午
●ところ･･･古森酒店　離れ（こもり

庵）（直方市下境2118）
●駐車場･･･10台
●料金･･･3800円
●定員･･･10人（最少3人）
●持ってくるもの･･･エプロン、タオル

［申込先］and*one kitichen
　TEL：0949-24-5036（石丸）

10【持ち帰り講座】すぐに役立つ定番レシピ伝授
ジューシー鶏ハム＆万能しそソース
●とき･･･8/23（火）
　午前10時～午後1時
●ところ･･･古森酒店　離れ（こもり

庵）（直方市下境2118）
●駐車場･･･10台
●料金･･･3500円
●定員･･･10人（最少3人）
●持ってくるもの･･･エプロン、タオ

ル、筆記用具
［申込先］and*one kitichen
　TEL：0949-24-5036（石丸）

09【持ち帰り講座】野菜と果物たっぷり！
体にGood酵素ジュース
●とき･･･7/5（火）
　午前10時～11時30分
●ところ･･･古森酒店　離れ（こもり

庵）（直方市下境2118）
●駐車場･･･10台
●料金･･･3800円
●定員･･･10人（最少3人）
●持ってくるもの･･･エプロン、タオ

ル、包丁
［申込先］and*one kitichen
　TEL：0949-24-5036（石丸）

08 心をこめて、生地こねて
「きぬパン」直伝美味しいパン作り
●とき･･･7/23（土）7/24（日）8/20
（土）8/21（日）

　午前10時～午後0時30分
●ところ･･･きぬパン工房（宮若市金

丸401-8）
●駐車場･･･5台
●料金･･･1500円
●定員･･･9人（最少4人）
●持ってくるもの･･･エプロン、タオル

［申込先］きぬパン
　TEL：0949-52-3908
　FAX：0949-52-3908

05 舛田さんの丁寧な手ほどきで
本格！絶品！そば打ち体験
●対象･･･身長150センチメートル以上の小学

生以上
●とき･･･7/17（日）7/24（日）7/31（日）
　　　　 8/6（土）8/12（金）8/21（日）
　　　　 8/28（日）午前10時～午後1時
●ところ･･･そば工房「悠遊」（直方市永満寺

2526-16）
●駐車場･･･2台
●料金･･･2500円
●定員･･･2人
●持ってくるもの･･･エプロン、バンダナ（三角

巾）、手拭きタオル、保冷バッグ、そば入れ物
［申込先］そば工房「悠遊」
　TEL：0949-24-4972

04 クリスタルボウルサウンドで
リラックス＆リフレッシュ

●とき･･･7/26（火）8/23（火）
　午後2時～4時
●ところ･･･ひつきのひかり（鞍手郡

小竹町御徳1070）
●駐車場･･･10台
●料金･･･（大人）2000円
　　　　  （子ども）1000円
●定員･･･10人（最少2人）
●持ってくるもの･･･タオル

［申込先］癒しと学びの里 ひつきのひ
かり

　TEL：09496-2-3697
　FAX：09496-2-3697

30 習字の榎本秀峰先生に学ぶ
美文字に変身させるコツを伝授します
●対象･･･中学生以上
●とき･･･7/23（土）
　午前10時～正午
●ところ･･･生涯学習センター「宮若

リコリス」（宮若市宮田6番地1）
●駐車場･･･50台
●料金･･･1800円
●定員･･･15人（最少5人）

［申込先］洗心書道 修峰教室
　TEL：0949-32-9117
　

13 直方の人気ジェラート屋さんに学ぶ
スペシャル授業！

ジェラートって何からできているの？
●とき･･･7/22（金）8/26（金）
　午後1時～3時
●ところ･･･手作りジェラート
　CHICHIYA（直方市頓野4069-2）
●駐車場･･･10台
●料金･･･1000円※3才以下無料
●定員･･･10人（最少5人）

［申込先］手作りジェラートCHICHIYA
　TEL：0949-28-9982
　FAX：0949-28-9982

07 ブルーベリー狩り＆
石釜でのピザ作り体験

●対象･･･小学生以上 （幼児は、家族同伴
であれば可）

●とき･･･7/30（土）8/2（火）8/4（木）
　午前9時30分～午後1時
●ところ･･･山の里自然農園（ブルーベリー

園）（鞍手郡小竹町大字新多1358-3）
●駐車場･･･30台
●料金･･･（大人 中学生以上）1500円（小

学生）500円※幼児無料
●定員･･･10人（最少5人）
●持ってくるもの･･･汚れてもいい服装

［申込先］直方市観光物産振興協会
　TEL：0949-28-8135
　FAX：0949-28-8136

06 ブルーベリー狩り＆
ジャム作り体験

●対象･･･小学生以上 （幼児は、家族同伴であ
れば可）

●とき･･･7/23（土）7/27（水）
午前9時30分～午後１時
●ところ･･･山の里自然農園（ブルーベリー園）
（鞍手郡小竹町大字新多1358-3）

●駐車場･･･30台
●料金･･･（大人、中学生以上）1500円（小学

生）500円※幼児無料（ジャム持ち帰りなし）
●定員･･･15人（最少5人）
●持ってくるもの･･･汚れてもいい服装、三角

巾、エプロン
［申込先］直方市観光物産振興協会
　TEL：0949-28-8135　
　FAX：0949-28-8136

27 モックカーで遊ぼう！親子で体験
気分はレーサー＆メカニック
●対象･･･小学生以下の親子
●とき･･･8/7（日）
　午前の部10時～正午
　午後の部1時～3時
●ところ･･･若宮商工会館（宮若市福

丸250-1）
●駐車場･･･20台
●料金･･･1組1600円
●定員･･･各15組（最少各8組）

［申込先］若宮商工会青年部
　TEL：0949-52-0640

31 ボランティアガイド泰山木の会と歩く
直方の近代化産業遺産（城下町コース）
●とき･･･8/30（火）
　午前10時～正午
●ところ･･･JR直方駅魁皇像前（直方

市山部）
●駐車場･･･近隣有料駐車場有
●料金･･･（大人）800円
　　　　  （子ども）500円
●最少催行人数･･･10人
●持ってくるもの･･･歩きやすい服

装、タオル、帽子、飲み物
［申込先］直方市観光物産振興協会
　TEL：0949-28-8135
　FAX：0949-28-8136

33 地球から人類への大切な贈り物
「燃える石」の歴史を知ろう

●とき･･･7/30（土）8/6（土）
　午後1時～2時
　8/20（土）午前11時～正午
●ところ･･･直方市石炭記念館（直方

市大字直方692-4）
●駐車場･･･7台
●料金･･･（大人）300円
　　　　  （子ども）無料
●定員･･･20人（最少2人）

［申込先］（公財）直方文化青少年協会
直方市石炭記念館

　TEL：0949-25-2243

14 青春の思い出をもう一度
くらて学園で学園生活に戻りましょう
●対象･･･高校生以上
●とき･･･7/30（土）8/7（日）8/21（日）
　午後1時～4時
●ところ･･･くらて学園（旧鞍手南中学

校）（鞍手町大字新北993番地1）
●駐車場･･･50台
●料金･･･1500円
●定員･･･10人（最少5人）
●持ってくるもの･･･カメラ（スマホで

も可）、メイク道具、衣装（持っていれ
ば）

［申込先］くらて学園
　TEL：090-3014-0083

15 養鶏場（たまご屋さん）で体験！
オリジナルたまごパック作り
●とき･･･開催期間中毎日
　午前11時～午後0時30分
●ところ･･･野上養鶏場（鞍手町中山

1034-2）
●駐車場･･･15台
●料金･･･300円
●定員･･･20人

［申込先］野上養鶏場（味宝卵）
　TEL：0949-42-6985

03 あなたも今日からフラガールに変身
フラダンスで綺麗に！健康に！
●対象･･･高校生以上
●とき･･･7/16（土）7/22（金）
　午後1時30分～ 3時
●ところ･･･レッツフラノヘアスタジ

オ（鞍手郡鞍手町小牧1339-2）
●駐車場･･･5台
●料金･･･500円
●定員･･･5人（最少3人）
●持ってくるもの･･･飲み物、タオル

［申込先］レッツフラノヘア
　TEL：090-9791-1339

きれい

申し込み開始日　
7月1日 (金) 午前10時～

直鞍地域の4市町が一体
となり、自 然・文 化・暮
らしなどの地域資源を活か
した学び・体験プログラ
ムによる旅を提供します。
詳細は、直方市観光物産
振興協会窓口などでご確
認ください。
■主催･･･直方・鞍手広域
連携プロジェクト推進会議

（直方市・宮若市・小竹町・
鞍手町・福岡県）

ちょっくらふれ旅

●ちょっくらふれ旅の注意点…キャンセルの場合は事前に主催者へ連絡してください。
最少催行人数に満たない場合は、プログラムを中止する場合もありますのでご了承ください。

プログラム
の

プログラム
の

の
プログラム

やし

旅ふれ
ち
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