
祝 !! 10回目

01 ワイヤーで作る
シャンデリアサンキャッチャー
●対象･･･小学生以上
●とき･･･7/20（木）・27（木）・8/10（木）
　午前11時～午後0時30分
●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･･･2000円
●定員･･･8人（最少3人）

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

04 直方五日市と
木工工作体験

●とき･･･8/5（土）
　①午前10時～正午
　②午後1時～3時
●ところ･･･もち吉ビルコミュニティ

スペース（直方市古町商店街内）
●駐車場･･･近隣有料駐車場は有、河

川敷駐車場は無料
●料金･･･400円
●定員･･･80人（最少10人）

［申込先］手弁当の会
　TEL：080-1547-6928

05 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･･･7/16（日）・23（日）・30（日）・

8/6（日）・13（日）・20（日）・27（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･･･有
●料金･･･300円
●定員･･･20人

［申込先］野上養鶏場
　TEL：0949-42-6985

06サンドブラストアートで
グラス作り

●対象･･･小学生以上
●とき･･･7/30（日）・8/5（土）
　①午前10時～正午
　②午後1時～3時
●ところ･･･若宮商工会館（宮若市福

丸250-1）
●駐車場･･･有
●料金･･･1500円
●定員･･･10人（最少5人）

［申込先］フェアリー・アート
　TEL:090-5082-9083
　MAIL：sho1332hiro@yahoo.co.jp

11 初心者向け
一眼レフカメラ講習会

●とき･･･7/19（水）・8/9（水）
　午後1時～2時30分
●ところ･･･くらて学園（鞍手町新北

993-1）
●駐車場･･･有
●料金･･･1500円
●定員･･･10人（最少5人）
●持ってくるもの･･･一眼レフ

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

16UVレジン・グルーデコで
アクセサリー作り

●対象･･･小中学生は保護者同伴
●とき･･･①7/29（土）②8/26（土）
　①午前10時～午後0時30分
　　午後1時30分～4時
　②午前10時～午後0時30分
●ところ･･･こたけ 創 造 舎（小 竹 町 勝 野

3304）
●駐車場･･･有
●料金･･･土星UVレジンは1500円、
　グルーデコバッグチャームは2500円
●定員･･･6人（最少2人）
●持ってくるもの･･･細かい物が見づらい

人はルーペ
［申込先］Aimiiy（アイミィー）
　TEL：080-3227-7977

17 アロマとハーブの
石鹸作り

●対象･･･5歳以上、小学生以下は保護者
同伴

●とき･･･①7/29（土）②8/26（土）
　①午前10時～午後0時30分
　　午後1時30分～4時
　②午前10時～午後0時30分
●ところ･･･こたけ 創 造 舎（小 竹 町 勝 野

3304）
●駐車場･･･有
●料金･･･1000円
●定員･･･10人（最少2人）
●持ってくるもの･･･汚れてもいい服、また

はエプロン
［申込先］aroma space ma-re（マーレ）
　TEL：090-9560-8431

12 レーザーカッターで
自分の描いた図形を切り出そう！
●対象･･･小学生以上
●とき･･･7/19（水）・8/9（水）
　午後1時～2時30分
●ところ･･･くらて学園（鞍手町新北

993-1）
●駐車場･･･有
●料金･･･1500円
●定員･･･10人（最少3人）

［申込先］くらて学園
　TEL：0949-28-7890
　携帯：090-3014-0083
　FAX：0949-28-7890

07 あなただけの追い出し猫を
作ってみませんか？

「追い出し猫の絵付け体験」
●対象･･･5歳以上
●とき･･･7/30（日）・8/5（土）
　①午前11時～正午
　②午後2時～3時
●ところ･･･若宮商工会館（宮若市福

丸250-1）
●駐車場･･･有
●料金･･･800円
●定員･･･20人

［申込先］宮若追い出し猫本舗
　TEL：0949-52-3666
　FAX：0949-52-3666

02 　
里山で陶芸体験

●対象･･･必ず家族で2人1組の参加
●とき･･･7/23（日）
　午前10時30分～午後2時
●ところ･･･もととりハウス（直方市上

頓野4200-13）
●駐車場･･･有
●料金･･･2200円
●定員･･･10組（最少5組）
●持ってくるも の･･･虫 よ け ス プ

レー、水筒、タオル、帽子、サンダル
［申込先］直方市観光物産振興協会
　TEL：0949-28-8135
　FAX：0949-28-8136

せ っ け ん

03 　親子でDIY体験
わくわく木工工作！

●対象･･･6歳以上（ただし10歳以下は
保護者同伴での参加）

●とき･･･8/6（日）
　午前10時～午後3時
●ところ･･･くらじの 郷（鞍 手 町 新 延

414-1）
●駐車場･･･有
●料金･･･（1家族）1000円
●定員･･･20人
●持ってくるもの･･･タオル、軍手、汚れ

てもいい服と靴
［申込先］直方市観光物産振興協会
　TEL：0949-28-8135
　FAX：0949-28-8136

08 　畳の縁で作る
ショルダーバッグ

●対象･･･ミシンが使える人
●とき･･･7/25（火）・8/1（火）・8（火）・

22（火）
　午前10時～午後3時
●ところ･･･Myrsky（宮若市福丸250-6）
●駐車場･･･お問い合わせください
●料金･･･3500円
●定員･･･4人（最少2人）
●持ってくるもの･･･ミシン（家庭用ミシ

ンでも可）、替え針（普 通 地 ～ 厚 地
用）、糸、裁縫道具

［申込先］Myrsky（ミルスキィ）
　TEL：090-3986-9341

13
パステルアート体験

●対象･･･小学生以上
●とき･･･7/30（日）・8/20（日）
　午前10時～正午
●ところ･･･こたけ創造舎（小竹町勝

野3304）
●駐車場･･･有
●料金･･･1800円
●定員･･･5人（最少2人）

［申込先］パステルアート Hana
　TEL：090-2084-7860

14 縫わずにできる
本革トートバッグ作り

●対象･･･10歳以上
●とき･･･7/16（日）・22（土）・8/9（水）
　・25日（金）
　午前10時～正午
●ところ･･･こたけ創造舎（小竹町勝

野3304）
●駐車場･･･有
●料金･･･5500円
●定員･･･6人（最少2人）

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

15 ガラスのお皿を使って
プリザーブドフラワーで夏を感じましょう
●対象･･･小学生以上、ただし小学生は

保護者同伴
●とき･･･8/26（土）・27（日）
　午後1時30分～3時
●ところ･･･こたけ創造舎（小竹町勝野３

３０４）
●駐車場･･･有
●料金･･･2000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：09496-2-3640

09 ポーセラーツで
マグカップ作り

●対象･･･小学生以上（保護者同伴も可）
●とき･･･7/30（日）・31（月）
　午前10時30分～正午
●ところ･･･Q-SANショールームここ

ち（直方市新町３-３-１０）
●駐車場･･･有
●料金･･･（大人）1000円
　（小学生以下）800円
●定員･･･20人（最少10人）
●持ってくるもの･･･ミニタオル

［申込先］アトリエブランシュ
　TEL：TEL：0949-28-9567

10

●対象･･･未就学児は保護者同伴
●とき･･･8/5（土）・27（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1842-3BASIC202号）
●駐車場･･･13台
●料金･･･300円
●定員･･･5人
●持ってくるもの･･･手拭きタオル、

持ち帰り用の袋
［申込先］アトリエブランシュ
　TEL：0949-28-9567

お粘土おばさんの
「ちょっくら成金ストラップ♪」

心がほっこり18
クラフトバンド体験

●とき･･･①7/29（土）②8/26（土）
　①午前10時～午後0時30分
　　午後1時30分～4時
　②午前10時～午後0時30分
●ところ･･･こたけ創造舎（小竹町勝

野3304）
●駐車場･･･有
●料金･･･2000円
●定員･･･10人（最少3人）

［申込先］R&A mama
　TEL：090-5948-6781

19
竹キャンドルで瞑想ヨガ
●とき･･･8/2（水）
　午後7時～9時
●ところ･･･宮若市上大隈公民館（宮

若市上大隈664）
●駐車場･･･有
●料金･･･1000円
●定員･･･5人
●持ってくるもの･･･タオル、飲み物、

ヨガマット（持っている人のみ）
［申込先］小磯　稜子
　TEL：090-8661-3043

34
親子でふれあい勾玉作り
●とき･･･8/3（木）
　午後1時～3時
●ところ･･･鞍手町歴史民俗博物館
　（鞍手町小牧2097）
●駐車場･･･有
●料金･･･（1家族）500円
●定員･･･10家族（最少2家族）

［申込先］くらての明日を紡ぐ会
　TEL：080-3992-4630

37 地球からの贈り物
「石炭の秘密」を知ろう
●とき･･･7/30（日）・8/２７（日）
　午前10時～正午
●ところ･･･直方市石炭記念館（直方

市直方692-4）
●駐車場･･･8台
●料金･･･300円
●定員･･･15人（最少2人）

［申込先］直方市石炭記念館
　TEL：0949-25-2243

36
牧場の仕事をやってみよう
●対象･･･小学生以上
●とき･･･8/6（日）・20（日）・27（日）
　午後3時～6時
●ところ･･･農事組合法人 楠木酪農生

産組合（直方市永満寺1347-73）
●駐車場･･･10台
●料金･･･3000円
●定員･･･8人（最少4人）
●持ってくるもの･･･帽子、軍手、長靴、

汚れても良い服
［申込先］農事組合法人 楠木酪農生産

組合
　TEL：090-5726-9599
　FAX：0949-22-0433

35 牧場で命のぬくもりを
感じてみませんか？

●とき･･･7/23（日）・30（日）・8/6（日）・
20（日）・27（日）

　午前10時30分～午後0時30分
●ところ･･･農事組合法人 楠木酪農生

産組合（直方市永満寺1347-73）
●駐車場･･･10台
●料金･･･2000円
●定員･･･15人（最少5人）
●持ってくるもの･･･汚れてもいい服、

長靴
［申込先］農事組合法人 楠木酪農生産

組合
　TEL：090-5726-9599
　FAX：0949-22-0433

23
薬草で健康づくりをしましょう！
●とき･･･7/19（水）・8/18（金）
　午後1時30分～3時30分
●ところ･･･こたけ創造舎（小竹町勝

野３３０４）
●駐車場･･･有
●料金･･･（大人）1500円
●定員･･･20人（最少4人）

［申込先］癒しと学びの里　ひつきの
ひかり

　TEL：09496-2-3697

24【持ち帰り講座】
夏にぴったり！！

マンゴーヨーグルトムース作り！ ●対象･･･小学４年生以上
●と き･･･7/15（土）・19（水）・22（土）・

29（土）
　午後3時～5時
●とこ ろ･･･ギャ ラリ ー レ スト ラ ン

Buono（アートスペース谷尾内　直
方市古町10-20）

●駐車場･･･8台
●料金･･･3500円
●定員･･･4人
●持ってくるもの･･･エプロン、ハンドタ

オル
［申込先］ギャラリーレストランBuono
　TEL：0949-２３-１９９９

29 ブルーベリー狩り
&ピザ作り体験

●対象･･･小学生以上（未就学児は保護
者同伴で入園可）

●とき･･･7/22（土）・25（火）
　午前9時30分～午後1時
●ところ･･･山の里自然農園（小竹町大

字新多1358-3）
●駐車場･･･有
●料 金･･･（大 人）1500円（小 学 生）500

円（未就学児）入園無料、ただし食材無し
●定 員･･･10人（最 少5人）※申し込 み

は1回につき最大5人まで
●持ってくるもの･･･汚れてもいい服

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

30 ブルーベリー狩りと炭窯での
炭作り体験&バーベキュー

●対象･･･小学生以上（未就学児は保護者
同伴であれば入園可）

●とき･･･7/26（水）・8/2（水）【2日間】
　午前10時～午後1時
●ところ･･･山の里自然農園（小竹町大字

新多1358-3）
●駐車場･･･有
●料 金･･･（大 人）3000円（小 学 生）2000

円（未就学児）入園無料、ただし食材無し
●定員･･･10人（最少5人）※申し込みは1

回につき最大5人まで
●持ってくるもの･･･汚れてもいい服、軍

手、のこぎり（持っていれば）
［申込先］直方市観光物産振興協会
　TEL：0949-28-8135
　FAX：0949-28-8136

28 【持ち帰り講座】
丁寧な手ほどきで

本格！絶品！ そば打ち体験
●対象･･･小学5年生以上（ただし身長150センチ以上）
●とき･･･７/１５（土）・２３（日）・２９（土）・８/１（火）

・１１（祝）・20（日）・26（土）※7/15（土）、7/29
（土）、8/20（日）はそば工房「悠遊」での体験と
なり最大人数2人までとなります。

　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）、Q-SANショールームここち（直
方市新町３-３-１０）

●駐車場･･･有
●料金･･･2500円
●定員･･･6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

25

●対象･･･２０歳以上
●とき･･･7/26（水）・8/4（金）
　午前10時～午後1時
●ところ･･･Q-SANショールームここ

ち（直方市新町３-３-１０）
●駐車場･･･有
●料金･･･5800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 kitchen
　TEL：0949-24-5036

27 家庭でできる
本格モッツァレラチーズ作り
●対象･･･15歳以上
●とき･･･7/20（木）・23（日）・8/17（
木）・27（日）

　午前10時～午後2時
●ところ･･･若宮コミュニティセン
ター「ハートフル」（宮若市福丸
272-1）

●駐車場･･･有
●料金･･･3500円
●定員･･･12人（最少4人）
●持ってくるもの･･･エプロン
［申込先］響生（きょうせい）
　TEL：090-8662-8098

26 【持ち帰り講座】
旬の野菜と果物たっぷり！

体にGood 酵素ジュース
●対象･･･２０歳以上
●とき･･･7/21（金）・8/24（木）
　午前10時～11時30分
●ところ･･･Q-SANショールームここ

ち（直方市新町３-３-１０）
●駐車場･･･有
●料金･･･３８００円
●定員･･･20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 kitchen
　TEL：0949-24-5036

【持ち帰り講座】
第10回特別企画！

ローストビーフ＆鶏ハムしそソース

31 みんなで楽しく!
レッツフラダンス！!

●対象･･･小学4年生以上
●とき･･･8/26（土）
　午後2時30分～4時
　※受付は午後1時40分
●ところ･･･ユメニティのおがた小ホール
（直方市山部３６４-４）

●駐車場･･･有料駐車場有
●料金･･･600円
●定員･･･100人（最少30人）
●持ってくるもの･･･タオル、パウスカート
（パウスカートは貸出有）、小学生は動き
やすい服装

［申込先］レッツフラノヘア＆ウクレレ・ホヌ・オハナ
　TEL：090-9791-1339
　FAX：0949-42-7280

32 みんなでウクレレと夏を楽しもう♪
「ビバ！ネイチャーウクレレinのおがた」
●とき･･･①7/19（水）②8/30（水）
　午前10時30分～午後0時30分
●ところ･･･①もととりハウス（直方市上頓
野4200-13）②竜王峡キャンプ村（直方
市上頓野184-1）
●駐車場･･･有（ただし竜王峡キャンプ村の
み有料300円）
●料金･･･（大人）800円
●定員･･･20人
●持ってくるもの･･･ウクレレ（貸し出し有、
要予約）、飲み物、タオル、虫よけスプレ
ー、レジャーシート（持っていれば）

［申込先］horamiriダンス研究所
　TEL：090-9498-6642（田島）

33 あなたを
魔法の世界へご招待！！

●とき･･･7/22（土）・8/20（日）
　午後2時～4時
●ところ･･･こたけ創造舎（小竹町勝

野3304）
●駐車場･･･有
●料金･･･（大人）2000円（小学生以

下）1000円
●定員･･･10人（最少3人）

［申込先］遊土里カフェ
　TEL：090-3012-1212

20 「わたしのお寺時間」
夏の早朝にヨガとお坊さんのお話で

ココロとカラダを整えてみませんか？
●対象･･･小学生以上
●とき･･･7/30（日）・8/20（日）
　午前7時～9時
●ところ･･･光福寺（直方市下境1638）
●駐車場･･･有
●料 金･･･（大 人）1500円、（小 学 生 以

下）500円
●定員･･･20人
●持ってくるもの･･･タオル、ヨガマット、

飲み物
［申込先］Studio Marru（スタジオマアル）
　TEL：090-9498-6642

21 赤ちゃんの今を残そう！ 
おひるねアート

●対象･･･0歳～ 3歳まで
●とき･･･7/28（金）
　午前10時30分～11時30分
●ところ･･･直方歳時館（直方市新町

1-1-18）
●駐車場･･･有
●料金･･･（1家族）2500円
●定員･･･7人
●持ってくるもの･･･スマホなど撮影

できる道具、赤ちゃんをあやせる物
［申込先］おひるねアート教室 totte

（撮って）
　TEL：090-3325-4972

22 響かせよう！ 癒されよう！ 
クリスタルボウルサウンド
●とき･･･7/18（火）・8/23（水）
　午後2時～4時
●ところ･･･こたけ創造舎（小竹町勝

野３３０４）
●駐車場･･･有
●料金･･･（大人）2000円
●定員･･･10人（最少3人）
●持ってくるもの･･･ヨガマット、バス

タオル、タオル
［申込先］癒しと学びの里　ひつきの

ひかり
　TEL：09496-2-3697

【持ち帰り講座】
夏にぴったり！！

マンゴーヨーグルトムース作り！

いや

めいまがたま

申し込み開始日　
7月1日 (土) 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。

旅ふれ
ち
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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。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちょっくらふれ旅


