
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）主 催
事務局 直方市観光物産振興協会

福岡県庁公式HP

TEL ／0949-28-8135（受付時間／9：00～17：00）　FAX／0949-28-8136
MAIL／info@nogata-kanko.com
H P／http://www.nogata-kanko.com/

ちょっくら ふれ旅
※ご記入いただきました個人情報については、当事業の実施・運営のみに使用させていただきます。

申込日 年 月 日参加申込書
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体験人数 大人
中学生以上 人 子ども

小学生以下 人 合計 人

携帯電話

当日のご連絡先 氏　名 携帯電話

FAX メールアドレス

自宅住所
〒

開催日 月　　　　日（　　） 開催時間 時　　　　分～
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加
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者
除
く
）
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フリガナ 年齢

男　女

才

性別

氏　名

フリガナ 年齢

男　女

才

性別 氏　名

フリガナ 年齢

男　女

才

性別

○最少催行人数に満たない体験イベントは、中止する場合もあります。
○開催日には、集合時間に余裕を持ってお越しください。すべて現地集合・現地解散となります。
○体験料のお支払いは、現地で、現金にて承ります。できるだけお釣りのないようにご準備いただき、担い手にお渡しください。
○キャンセルは基本的にお受けできません。やむを得ない事情によりキャンセルする場合は、３日前までに必ず各プログラムの
連絡先へご連絡をお願いします。プログラムによってはキャンセル料が発生する場合もあります。
○持ってくる物をしっかりとご確認ください。飲み物は各自でご用意ください。
○申込期限は原則１週間前です。

ちょっくらふれ旅の注意点

○プログラムは全て予約制です。定員になり次第締切となります。
○開催日時を確認し、希望のプログラム申込先まで、お電話等でお問い合わせの上、お申し込みください。

ちょっくらふれ旅参加方法

2018年7月3日（火）午前10時～申 込 開 始日

プログラム期間 2018年7月14日（土）～8月31日（金）

ちょっくらふれ旅

作る、語る、学ぶ。
気ままにふれあいの旅。
“ちょっくら”らしさが詰まった45のプログラム。

2018
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直方市 宮若市 小竹町 鞍手町

ち

旅ふれ

撮影場所：いこいの里千石峡（宮若市）
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地域住民が自ら地域振興の担い手となり、地域の魅力を発信する「ちょっくらふれ旅」。
あなたも体験プログラムの担い手になりませんか？

興味のある方、やる気のある方は、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 直方市観光物産振興協会　 ＴＥＬ： 0949-28 -8135

「ちょっくら ふれ旅」は担い手を募集しています

４市町（直方市・宮若市・小竹町・鞍手町）が一体となり、

自然・歴史・文化・暮らしなどの地域資源を活かした学び・体験を通して、

「ちょっくら」でしか味わえない「旅」をご提供させていただきます。

ご提供するプログラムは、地元の素材を使った「ものづくり」や「食」など

直方・鞍手地域の魅力が詰まったプログラムです。

▶7月25日（水）
   8月4日（土）・17日（金）・21日（火）
▶ 午前11時～午後2時30分（昼休憩あり）　
畳の縁でバッグインバッグを作りま
す。サイズは幅25cm、高さ18cm、
マチ6cm。内側にポケットが４つあ
り、ペンやケータイなどを入れるの
にも便利です。※生地は写真以外
のものも当日選べます。詳しくはお
問い合わせください。

▶会場・集合場所:Myrsky（宮若市福丸250-6）▶駐車場:無▶年齢・
参加条件:ミシンを使える方、手縫いができる方▶最大催行:5人▶料
金:3,000円▶持ってくるもの:ミシン（動作確認をお願いします）▶担
い手:柳田 真紀

MAP 2

畳のへりで作るバッグインバッグ2

Myrsky
TEL：090-3986-9341申込先

▶7月28日（土）・29日（日）
▶ ①午前10時～11時30分 ②午後1時30分～3時　
「手びねり」の基本を学び、
花入れやフリーカップ、湯
のみなどを自由に作りま
す。乾燥後は２度焼成し、
出来上がりは約１か月後。
焼き上がった作品と対面す
る楽しみも味わえます。

▶会場・集合場所:陶房青空間（直方市感田2862-4)▶駐車場:有（4台）
▶年齢・参加条件:5歳以上▶最大催行:6人▶最少催行:2人▶料金:
大人2,000円 子ども（高校生以下）1,500円▶持ってくるもの:エプ
ロン▶担い手:細田 延俊

MAP 3

陶芸体験3

陶房青空間（細田）
TEL：090-5293-6088申込先

平成29年秋季 担い手結団式

表紙写真に
ついて

【いこいの里「千石」】八木山川の上流２キロ、笠置山山麓の谷間の岩床を削って渓谷美を形成するのが千石峡です。笠木城跡や穂掛神社、
千石窯跡などの史跡を始め、バンガローやテントサイト、オートキャンプ場などを備えたキャンプ場施設を整備しています。

▶7月28日（土）
▶ ①午前10時～正午 ②午後1時～3時
自分好みに合わせて「かっこいい」
から「かわいい」まで自由に色を組
み合わせて作り上げるオリジナル
のリボン制作をします。作ったリ
ボンの活かし方はあなた次第でヘ
アアクセやバッグに♪

▶会場・集合場所:こたけ創造舎（小竹町勝野3304）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:5歳以上（小学生以下は保護者同伴）▶最大催行:6
人▶最少催行:2人▶料金:ヘアピン500円、ヘアゴム＆ヘアピン
1,000円、バッグ2,000円▶担い手:中園 愛美

MAP 5

オリジナルリボン作り5

Aimiiy(アイミィー）
TEL：080-3227-7977申込先

▶7月25日（水）
▶ 午前１０時～正午　
九州では鞍手町にしかない大
和ハウス工業（株）の工場を見
学します。人とシステムの融合
で生産される屋根や壁。部材・
部品のひとつに至るまでこだ
わるダイワハウスの家づくりを
身近に感じられる一日です。

▶会場・集合場所:大和ハウス工業（株）九州工場（鞍手町新延448-8）
▶駐車場:有（くらじの郷体育館裏側（鞍手町新延414-1））▶最大催
行:40人▶最少催行:20人▶料金:無料▶担い手:大和ハウス工業
（株）九州工場/綱分 広美

MAP 1

ダイワハウスの家づくりを体感しよう1

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

▶7月28日（土）
▶ ①午前10時～正午
　②午後1時～3時　

100％天然の精油を使って、虫除
けスプレー・かゆみ止めバーム・
虫除け芳香剤の3点セットをお
好きなアロマの香りを使って作
ります。

▶会場・集合場所:こたけ創造舎（小竹町勝野3304）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:5歳以上（小学生以下は保護者同伴）▶最大催行:10
人▶最少催行:2人▶料金:1,200円▶持ってくるもの:汚れても良い
服▶担い手:　竹 真弓

MAP 4

アロマで虫除け3点セットを作ろう！4

aroma space ma-re
TEL：090-9560-8431申込先

もの
づくり
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▶７月19日（木）・20日（金）、8月19日（日）
▶ 午前10時30分～正午
ボタニカル（植物）をメインとした
爽やかなリースを手作りしてみま
せんか？ 季節を通して生活空間
に自然の彩りをプラスしてくれる、
ナチュラルなリースです。（リース
の直径は約18㎝です）材料は状
況により変わることがあります。

▶会場・集合場所:若宮商工会館（宮若市福丸250-1）▶駐車場:有▶年
齢・参加条件:小学生以上（小学生は保護者同伴）▶最大催行:15人▶
最少催行:5人▶料金:2,000円▶持ってくるもの:エプロン、ハサミ、持
ち帰り用の袋 ▶担い手:安部 美穂

MAP 6

ボタニカルリースで感じる
 “爽やかな夏”6

ZAKKA Marble 
TEL：070-5497-9050申込先

▶8月25日（土）・26日（日）
▶ 午後1時30分～3時30分　
いろいろな色のバラの花を
使ってオリジナルのケーキを
楽しみながら作りましょう。
簡単なので子どもでもすぐに
できます。

▶会場・集合場所:こたけ創造舎（小竹町勝野3304）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:小学生以上（小学生は保護者同伴）▶最大催行:5人
▶最少催行:2人▶料金:2,000円▶持ってくるもの:ハサミ、持ち帰り
用の袋▶担い手:梶原 扶美江

MAP 12

プリザーブドフラワーで
ケーキを作ってみませんか？12

アトリエ ふみ
TEL：090-1087ｰ1668申込先

▶8月5日（日）
▶ 午前10時～正午
準備している泥だんごに絵
の具で好きな色を付けて、
ビンで磨くと“あら不思議”
キラキラ輝く泥だんごが完
成します。夏休みの工作に自
分だけのキラキラ泥だんご
を作りましょう！

▶会場・集合場所:くらじの郷（鞍手町新延414-1）▶駐車場:有▶年齢・
参加条件:4歳以上（10歳以下は保護者同伴）▶最大催行:20人▶最少
催行:10人▶料金:500円▶担い手:（株）フクモト工業/福本 満寿男

MAP 13

キラキラ輝く泥だんごづくり体験13

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

▶7月29日（日）
▶ 午後1時～3時
温かみがあり、穏やかな
トーンが特性のパステル。
そのパステルをパウダー
状にして指で描いていき
ます。子どもから大人まで
どなたでも簡単に描くこ
とができます。

▶会場・集合場所:こたけ創造舎（小竹町勝野3304）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:小学生以上▶最大催行:6人▶最少催行:2人▶料金:
2,000円▶担い手:花田 みき

MAP 8

趣ある空間でなごみのひととき
パステルアート体験8

パステルlife ～Hana～
TEL：090-2084-7860申込先

▶8月3日（金）
▶ 午後1時30分～3時　
勾玉は古代の装身具で、
形状は縄文時代の動物の
牙に穴を開けた物が原形
とされており、首や襟の
飾り物として用いられて
いました。勾玉を首に飾
り、親子で古代のロマン
に触れてみませんか？

▶会場・集合場所:鞍手町歴史民俗博物館（鞍手町小牧2097）▶駐
車場:有▶年齢・参加条件:小学生以上▶最大催行:10家族▶最少催
行:2家族▶料金:1家族500円▶担い手:栗田 和廣

MAP 9

親子で楽しむ勾玉づくり9

くらての明日を紡ぐ会　
TEL：080-3992-4630申込先

　ペパーミントグリーンの扉を開くと、色とりどりの雑
貨が広がるZAKKA  Marble。
　オーナーの安部さんは、地域のつながりや出会いを
大切にするお店づくりに取り組みながら、２児の母とし
て子育ても楽しんでいます。
　「ちょっくらふれ旅」の担い手となって４年目、これま
でにない出会いがあったと語ります。「お孫さんと一緒
にプレゼントづくりに参加したおばあちゃんや北九州市
など市外の人が参加し、今では常連になって遊びに来
てくれる方など、世代や地域を越えてつながりができる
ようになりました。そんな縁をこれからも大切にしてい
きたいと強く思います」。地域に根差した取組みを通じ
て、ひとつひとつの出会いを大切にし続けるZAKKA  
Marble。プログラムを通じて安部さんのこだわりに触
れてみませんか。

担い手
紹介 宮若市

安部 美穂さん
あ　べ み　ほ

ZAKKA Marble

　創業58年の塗装専門会社の代表を務める福本さん。
鞍手町と宗像市を中心に、住宅の塗装やその後の検
査・管理を行っています。　
　福本さんは、これまで、動物園の獣舎や被災地の小学
校にある遊具のボランティア塗装、「感謝のかべ」とい
う、塗り替え前の外壁に家主が感謝の思いを書き、家族
で記念写真を撮る企業独自の取組みも行ってきまし
た。そんな、「もの」や「人」への感謝の気持ちを大切に
する福本さんの事業所内には、お客様からの感謝状が
たくさん並んでいます。
　「ちょっくらふれ旅」の担い手となって3年目。「子ども
たちが、塗装などのものづくり体験を通して、さまざま
なことに興味を持って成長することが、地域活性化に繋
がれば」という思いで、担い手を続けています。
　福本さんは、「子どもたちの真剣な表情や完成した時
の嬉しそうな顔を見ると、やってよかったと感じる。それ
が職人の喜びでもあります」と笑顔で語りました。

福本 満寿男さん
ふくもと ま　す　お

株式会社 フクモト工業

担い手
紹介 鞍手町

▶8月5日（日）
▶ ①午前10時～正午 ②午後1時～3時　
毎月５日に開催される直方五日市
と同日に木工工作体験をしません
か？ さまざまなお店が商店街の
中に広がり、直方のレトロな雰囲
気を楽しみながら体験することが
できます。作品は「６角形貯金箱」
「ミニイス」「ミニ本立て」「巣箱」
「グルグルはしご」から選べます。

▶会場・集合場所: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▶年
齢・参加条件:小学生未満は保護者同伴▶最大催行:40人▶最少催
行:5人▶料金:400円▶担い手:渡邉 芳光

MAP 10

直方五日市と木工工作体験10

手弁当の会
TEL：080-1547-6928申込先

▶8月18日（土） ▶ 午後1時～4時　
海外では「モンスタープラン
ツ」とも呼ばれる葛。しかし、
花、葉、茎、根とそのすべて
が効能のある有用植物。そ
の葉を使い、黄又は緑の染
料でシルクストールを染め
てみませんか？　

▶会場・集合場所:和とアロマとハーブのリラクゼーション あめつち
のふくろ（直方市新町3丁目1-20）▶駐車場:有▶最大催行:6人▶最
少催行:3人▶料金:4,000円▶持ってくるもの:汚れても良い服、エプ
ロン▶担い手:伊藤 宇恵

MAP 11

草木染め～葛で染めるストール～11

和とアロマとハーブのリラクゼーション 
あめつちのふくろ（伊藤）　
TEL：090-9483-2622申込先

▶7月29日（日）
▶ ①午前10時～正午 ②午後1時～3時　
紙芝居で追い出し猫の由来を学んだ
後、絵付け体験をします。表は災いを
追い払うほうきをもってギョロリとに
らんだ顔に、裏は福を両手に招いて
にっこり笑顔に仕上げます。表情に
思いをこめて、あなただけの追い出
し猫を作ってみませんか？ 当日は宮
若市マスコットキャラクター「さくら
ちゃん」もやってきます！

▶会場・集合場所:追い出し猫本舗（宮若市福丸181-8）▶駐車場:有
▶年齢・参加条件:5歳以上▶最大催行:40人▶料金:1,000円（20人
以上の団体は800円）▶担い手:本田 陽子

MAP 7

宮若追い出し猫の絵付け体験7

宮若追い出し猫本舗
TEL：0949-52-3666申込先
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▶7月22日（日）、8月8日（水） 
▶ 午前10時～午後2時

伝統的な水引を使ったアクセサリー
を作ってみませんか？ 洋服からお着
物、スーツにも合う、和風アクセサリー
です。

▶年齢・参加条件:18歳以上▶最大催行:5人▶最少催行:3人▶料金:
2,500円▶担い手:衛藤 麻子

衛藤 麻子
TEL：090-5739-1983申込先

MAP 16

伝統的な水引で作るアクセサリー16

▶8月3日（金）・4日（土） ▶ 午後1時～4時
世界に一つだけのオリジナルコインケー
スを手縫いで作ってみませんか？ 完成
品には名入れもできます。小学生にはサ
ポートもしますので、ぜひ親子でのご参
加もお待ちしています。

▶年齢・参加条件:小学生以上（小学生は保護者同伴）▶最大催行:
10人▶最少催行:4人▶料金:3,500円▶持ってくるもの:汚れても良
い服▶担い手:上野 健一

メゾンドウエノ
TEL：090-8397-1135申込先

MAP 18

手縫いで作ろう！
自分だけの本革コインケース18

▶8月4日（土）・5日（日） ▶ 午前11時～午後4時
夏休みの自由研究お手伝い企画！ 普段着ていた洋服
でペットのベッドや洋服を作ってみませんか？ 大好き
な飼い主さんの匂いに包まれて、お家のペットもとって
もハッピー♪ 特殊な絵の具で名前やマークを入れて、世
界に１つだけのスペシャルアイテムはいかがですか？　

▶年齢・参加条件:小学生以下は保護者同伴▶最大催行:8人▶料金:
ベッド3,300円、洋服2,800円（小学生以下は500円引き）▶持って
くるもの:裁縫道具、着なくなったトレーナーや長袖Ｔシャツなど▶
担い手:中村 幸代

（有）ジャパンユーノプラント（ユノコスチューム）
TEL：090-4770-5811申込先

MAP 19

自分の古着をペットのための洋服や
ベッドにリメイクしてみよう！19

▶７月１９日（木）・２６日（木）・２８日（土）・２９日（日） 
▶ 午後1時～3時（15分毎に1人受付）
お気に入りの写真や画像を使って、オリジ
ナルのクリアファイルを作ります。当日、
くらて学園内で撮影した写真を印刷する
こともできます。

▶最大催行:8人▶最少催行:3人▶料金:1,700円▶持ってくるもの:写
真や画像データ（ＳＤカード、スマートフォン、デジタルカメラなど）▶
担い手:（株）コスモ綜合印刷/松尾 由里

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

MAP 15

オリジナルクリアファイルを作ろう！15

▶7月15日（日） ▶ 午前10時～午後2時
優しい灯りで幻想的な空間を演出する「竹
灯籠」を作ります。作った竹灯籠は国指定
重要文化財「十一面観音菩薩立像（長谷観
音）」がある長谷寺にて秋に行われる「キャ
ンドルナイトくらてIN長谷観音」で展示しま
す。展示用１個、自宅用１個を作成します。

▶年齢・参加条件:小学生以下は保護者同伴▶最大催行:10人▶最少催
行:5人▶料金:1,500円（昼食付）、小学生以下1,000円（昼食付）▶持っ
てくるもの:充電式振動ドリル（お持ちの方のみ）▶担い手:斉原 直樹

キャンドルナイトくらて実行委員会（ＮＰＯ法人 南陵塾）
TEL：090-3602-6336申込先

MAP 14

イベント展示品を作ろう！
竹灯籠加工体験14

▶7月22日（日）、8月8日（水） 
▶ 午前10時～午後5時（１時間毎に１グループ受付）
年を重ねると、自分の写真はなかなか撮
らなくなりますよね？ 「もしもの時に良
い写真がない」とはよく耳にする話です。
“楽しく遺影撮影”をコンセプトに、もし
もに備えて良い写真を残しませんか？ 
ご家族での参加もＯＫです。

▶最大催行:７グループ▶料金:1グループ3,000円▶持ってくるもの:思い
出があるもの▶担い手:Kuro、石井 健一郎

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

MAP 17

元気なうちに！ 楽しく遺影撮影17

▶7月29日（日）
▶ 午前10時30分～午後2時30分
夏休みは一緒に自然いっぱいの
里山で陶芸体験をしませんか？ 
本年は会発足10周年にちなんで
里山にて楽しいことを考えてい
ます。昼食は当日お申込みくださ
い。（昼食１人300円、幼児無料）

▶会場・集合場所:もととりハウス（直方市上頓野4200-13 あじさい園）
▶駐車場:有▶年齢・参加条件:2人1組での参加、小学生以下は保護者同
伴（幼児可）▶最大催行:20人▶最少催行:10人▶料金:2,200円▶持って
くるもの:虫よけスプレー、飲み物、タオル、帽子、サンダル（水遊び用）
▶雨天時:雨天中止 ※作品は約1か月後にもととりハウスにてお渡しし
ます。▶担い手:古高取を伝える会/末松 登志子

MAP 20

直方・上頓野の里山
【あじさい園で陶芸体験】20

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

Health/Healin
g

康・
し

健
癒

竜王峡（直方市）

　1992年、ふるさと直方に帰り、長年の夢であった陶
芸を、近くの窯元で趣味として始めた末松さん。2006
年の高取焼開窯400年祭の事業をきっかけに発足した
「古高取を伝える会」の立ち上げメンバーです。「古高取
の魅力を次世代に伝え、まちづくりに貢献したい」とい
う思いで活動を続けて10年目。「ちょっくらふれ旅」の
担い手となり、参加者が楽しそうに作陶するのを見るの
が元気の源と言います。
　活動の一つに、小学校6年生を対象にした小学校陶
芸教室があります。子どもたちは、知識で完結するので
はなく、実際に土を触って世界に一つだけのマイ茶碗を
作り、焼き上がった茶碗でお茶会を開きます。「大人に
なっても茶碗を大切に持ち続け、ふるさと直方のこと、
直方が高取焼発祥の地であることを思い出して欲し
い」という末松さんの思いが、何世代も受け継がれてい
くことを願います。

末松 登志子さん
すえまつ と　し　こ

古高取を伝える会

担い手
紹介 直方市

▶7月14日（土）・26日（木）
▶ ①午前11時～正午 ②午後1時～2時 ③午後3時～4時
身近にあるヨモギやドクダミ・ビワ
の葉などの薬草酒を使い、虫除けス
プレー（50ml）と虫刺され用クリー
ム（8g）を作ってみませんか？ 無添
加なので、全身どこでも使えます！ 
子どもでも簡単に作れますので、家
族で一緒にいかがですか？

▶会場・集合場所:和とアロマとハーブのリラクゼーション あめつち
のふくろ（直方市新町3丁目1-20）▶駐車場:有▶年齢・参加条件:アレ
ルギーをお持ちの方は要相談▶最大催行:5人▶料金:1,000円▶担
い手:伊藤 宇恵

夏の必需品！ 虫除けスプレー&
虫刺され用クリーム21

和とアロマとハーブのリラクゼーション 
あめつちのふくろ（伊藤）
TEL：090-9483-2622申込先

MAP 21

▶7月17日（火）、8月1日（水） ▶ 午前10時30分～正午
ベビーマッサージは肌と肌、心と
心のコミュニケーション。ママの温
かい手で赤ちゃんに触れてあげる
ことで赤ちゃんもママもリラック
スでき、わが子がもっと愛おしく
感じられるようになります。便秘
解消や夜泣きの軽減などさまざ
まな効果もありますのでこの機会
にぜひ体験してみませんか？

▶会場・集合場所:こたけ創造舎（小竹町勝野3304）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:生後2か月～1歳半くらいまでの子どもと保護者▶
最大催行:10組▶最少催行:2組▶料金:2,000円▶持ってくるもの:
バスタオル▶担い手:東 桃子

ベビーマッサージ体験22

RTA指定スクール ママぽぽ
TEL：0948-52-6639申込先

MAP 22

※　　　　のプログラムはくらて学園での開催になります。14 19～

●運営会社／株式会社くらて学園
●電話番号／０９４９-２８-７８９０　　
●会場・集合場所／くらて学園

●所在地／鞍手町新北９９３-１
●ＵＲＬ／https://kurategakuen.com
●駐車場／有

　2015年３月に廃校となった鞍手南中学校をサブカルチャーの聖
地として蘇らせた「くらて学園」。本物の教室や体育館、屋上などを
撮影場所として自由に使えることが話題となり、毎月１回開催され
るイベントには全国各地から毎回２００人以上が来場する人気ぶり
となっています。
　また、「くらて学園」では、次代を担う若い起業家やクリエイター

を育成するインキュベーション事業や外国人観光客を招致して日本
文化体験を楽しめるインバウンド事業、職人（クリエイター）による
『ものづくり』のための環境整備など、町に人を集め、活気づけるた
めのさまざまな取組みを行っています。
　今、大注目の「くらて学園」で開催されるプログラムをお楽しみく
ださい。

株式会社くらて学園
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▶7月16日(月・祝） ▶ 午後2時～3時30分
瞑想は脳の神経細胞を修復すると
言われています。水晶100％ででき、
デトックス効果に優れたクリスタル
ボウルという楽器の音と組み合わせ
ることによって、究極のリラックスへ
と導きます。30分の演奏で8時間以
上の睡眠と同様のスッキリ感を味わ
えます。究極のリラックスを体感し
てみてください。

▶会場・集合場所:癒しと学びの里 ひつきのひかり（小竹町御徳
1070）▶駐車場:有（10台）▶年齢・参加条件:小学生以上▶最大催
行:12人▶最少催行:3人▶料金:大人2,000円、小学生1,000円▶
持ってくるもの:バスタオル、タオル▶担い手:美月 玖水

瞑想とクリスタルボウルサウンドで
究極のリラックス！23

癒しと学びの里 ひつきのひかり　
TEL：09496-2-3697申込先

MAP 23

▶7月21日(土）、8月18日（土）
▶ 午後1時30分～3時45分
身近な薬草を生活に取り
入れて健康づくりを行い
ましょう。この講座では
季節のさまざまな薬草
の効能と採取・加工・利
用法を学びます。

▶会場・集合場所:こたけ創造舎（小竹町勝野3304）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:中学生以上▶最大催行:20人▶最少催行:4人▶料金:
1,500円▶担い手:石橋 優

身近な薬草で健康づくり24

小竹薬草農園　
TEL：09496-2-3697申込先

MAP 24

▶8月23日（木） ▶ 午前10時30分～正午　
赤ちゃんサインとは、手話やジェスチャーを使って赤ちゃんとママが
楽しくコミュニケーションをとることです。ふれあい遊びやスキン
シップを通して親子の絆を深めて
いきましょうね♪ レッスンのあと
は、直方のご当地キャラクターで
おなじみの「ぼりたへえくん」「直
方焼きスパマン」を手形アートで
彩ります。赤ちゃんの成長を手形
で記録に残してみませんか？

▶会場・集合場所:直方歳時館（直方市新町1丁目1-18）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:０歳～１歳半の親子▶最大催行:8組（16人）▶最少催
行:4組（8人）▶料金:1,500円▶持ってくるもの:いつものおでかけグッ
ズ、水分補給できるもの▶担い手:諸富 由記

赤ちゃんサインと赤ちゃんの
手形アートを楽しもう28

ベビーマッサージ・赤ちゃんサイン教室 nicott.　
TEL：0948-21-0883申込先

MAP 28

▶7月29日（日）
▶ 午前11時～正午
親子でふれ合いながら
楽しくからだを動かして
みましょう。お母さんは
心と身体をリフレッシュ
して、お子さんといつも
とは違うふれあいをして
みてください！

▶会場・集合場所:真光寺（宮若市宮田1379）▶駐車場:有▶年齢・参
加条件:大人1人につき子ども1人、1歳～3歳の子ども対象▶最大催
行:10組（20人）▶料金:1組1,500円▶持ってくるもの:飲み物、タオル、
ヨガマット（子どもはヨガマット不要）▶担い手:小磯 稜子

お寺で親子ヨガ27

小磯 稜子　
TEL：090-8661-3043申込先

MAP 27 　「無農薬で体に良いものを筑豊地域の人に食べても
らいたい」という思いから試行錯誤を重ね、現在では15
種類1400本のブルーベリーを栽培している宮崎さん。
　普段は農園の地主である古河機械金属株式会社筑豊
出張所長として土地の管理をしており、驚くことに、かつ
てはボタ山であった土地を整備し、一から園を作り上げ
ました。
　宮崎さんは、地域のために何ができるのかを考え、園
の周辺を会場にした、こたけボタカン駅伝や2分の1成人
式などの地域に根差したイベントにも携わっています。
　「ちょっくらふれ旅」の担い手として、町を元気にした
いと活動する他の担い手の方と知り合ったとき、参加者
の笑顔を見たとき、参加者に「ありがとう」と言われたと
きにやりがいを感じると語ります。「こうしたら面白いか
な」と生き生きと語る宮崎さんの努力の先には、子ども
たちの笑顔が溢れています。

宮崎 一雄さん
みやざき かず お

山の里自然農園

担い手
紹介 小竹町

▶7月18日（水）
▶ 午前11時30分～午後0時30分
あっという間の赤ちゃん時代
の思い出を一緒に残しません
か？ かわいいアートやセット
をお持ちします。撮影方法の
レクチャーや撮影時のお手伝
いは講師がします。たくさんの
ママや赤ちゃんの参加をお待
ちしています。

▶会場・集合場所:序庵館（直方市頓野375-1）▶駐車場:有（10台）▶
年齢・参加条件:親子で１組▶最大催行:5組（10人）▶料金:2,500円▶
持ってくるもの:カメラやスマホなどの撮影機能があるもの▶担い手:
おひるねアートtotte（撮って）/牧島 りえこ

赤ちゃんのイベントおひるねアート25

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

MAP 25

▶7月22日（日） ▶ 午前8時～9時30分　
今まで自転車に乗れなかった人も
「少しだけの勇気」で乗れるかもしれ
ません。対象年齢は幼児から小学校
低学年まで。ジャイアント・プッシュ
バイクを使って練習をしてみません
か？ 練習場所は須崎町商店街の中
（お店の前）です。

▶会場・集合場所:ジャイアントストア直方（直方市須崎町6-20）▶駐車
場:直方駅周辺有料駐車場は有▶年齢・参加条件:3歳～小学校低学年
（保護者同伴）▶最大催行:2人▶料金:2,000円▶持ってくるもの:動き
やすい服、手袋、飲み物、汗拭きタオル、ヘルメット（貸出あり）▶雨天時:
雨天決行▶担い手:薗田 裕之

自転車に乗れない人のための
 【自転車体験】26

ジャイアントストア直方
TEL：0949-22-3428申込先

MAP 26

▶7月27日（金）
▶ 午前9時30分～午後0時30分ごろ
　（昼食終了予定時間）
大自然の中、無農薬で育った大粒の甘い
ブルーベリーをご賞味ください！ ブルー
ベリー園でピザ作り体験（生地練り～トッ
ピング～石釜で焼く）。自分だけのオリジ
ナルピザを作り、熱々のできたてピザで昼
食（飲み物付き）。

▶会場・集合場所:山の里自然農園（小竹町新多1358-3）▶駐車場:有
▶年齢・参加条件:小学生以上（幼稚園児は保護者同伴）。▶最大催行:
10人▶最少催行:5人▶料金:大人1,600円、小学生以下800円、幼稚園
児の入園のみは無料▶持ってくるもの:汚れても良い服▶雨天時:雨天
中止▶担い手:山の里自然農園/宮崎 一雄

ブルーベリー狩り＆
石釜でのピザ作り体験31

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

MAP 31

▶7月18日（水） 
▶ 午前10時～正午

健康や美容に意識の高い
方々から支持が高く免疫力
UP、デトックス作用、美肌、
ダイエット効果も期待される
ブルーベリー酵素ジュースを
ブルーベリーの農園で楽し
く作りましょう。

▶会場・集合場所:山の里自然農園（小竹町新多1358-3）▶駐車場:有▶
最大催行:15人▶最少催行:5人▶料金:大人3,000円、小学生2,800円、
小学生未満2,500円▶持ってくるもの:エプロン、タオル、汚れても良い
服、帽子、筆記用具▶雨天時:雨天中止▶担い手:藤田 久実、石丸 貴子

ブルーベリー園で
酵素ジュースを作ろう♪29

and*one Kitchen
TEL：0949-24-5036申込先

MAP 29

▶7月25日（水） 
▶ 午前9時30分～午後0時30分ごろ（昼食終了予定時間）

大自然の中、無農薬で育った大粒
の甘いブルーベリーをご賞味くだ
さい！ブルーベリー園でのジャム
作り体験と地元のパン屋さんの食
パンに、たっぷりのできたてジャム
を塗っての昼食（飲み物付き）。自分
で作ったジャムは1瓶持ち帰り。

▶会場・集合場所:山の里自然農園（小竹町新多1358-3）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:小学生以上（幼稚園児は保護者同伴）▶最大催行:15人
▶最少催行:5人▶料金:大人1,600円、小学生以下800円、幼稚園児の
入園のみは無料▶持ってくるもの:汚れても良い服、三角巾、エプロン▶
雨天時:雨天中止▶担い手:山の里自然農園/宮崎 一雄

ブルーベリー狩り＆ジャム作り体験30

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

MAP 30

E at i n g

食

鞍手ぶどう（鞍手町）
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▶7月22日（日）、8月5日（日）・26日（日）
▶ 午前9時30分～正午
宮若市で栽培された新
鮮な野菜とハーブを使
い、家庭でも手軽に作
れるピクルスの作り方
をご紹介します。夏バテ
防止にも最高です。

▶会場・集合場所:響生ファームクロップタイム（宮若市高野259）▶駐
車場:有▶年齢・参加条件:15歳以上▶最大催行:6人▶最少催行:4人▶
料金:1,800円▶持ってくるもの:エプロン、タオル▶担い手:宮田 真由美

夏野菜で作る簡単ピクルス35

（有）響生
TEL：090-8662-8098申込先

MAP 35

▶7月27日（金）、8月3日（金）
▶ 午前10時～午後1時30分
世界最古の隕石が落下した歴史
ある須賀神社のマイナスイオンを
浴びながら、一緒に参拝しません
か？ その後は須賀神社の裏手に
ある小さな工房で、地元の野菜を
たっぷり使った時短ヘルシーラン
チを一緒に作ります。たくさんの
ご参加をお待ちしています。

▶会場・集合場所:須賀神社（直方市下境1244）▶駐車場:有▶年齢・参加
条件:大人（高校生以上）▶最大催行:15人▶料金:2,000円▶持ってくる
もの:エプロン▶担い手:手づくり工房「安寿」/都津川 智子、栗木 千代子

歴史ある須賀神社参拝と
時短ヘルシーランチ作り37

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

MAP 37

▶7月28日（土）
▶ 午前10時～午後1時
主婦（夫）なら誰もが1度や2度作った
ことのある家庭料理。しかし、日常的
には作らない…というちょっとしゃれ
た小鉢を時短で8品。楽しくおしゃべ
りしながら作って食べましょう。

▶会場・集合場所:宮若市中央公民館調理場（宮若市宮田29-1）▶
駐車場:有▶年齢・参加条件:中学生以上▶最大催行:10人▶最少催
行:5人▶料金:2,000円▶持ってくるもの:エプロン、メモ帳、ペン▶
担い手:榎本 芳江

時短で小鉢８品を作ろう！38

手打うどん家「余白」のダイニングごはん　　
TEL：0949-32-9117・090-9797-4120申込先

MAP 38

▶7月28日（土）
　8月25日（土）
▶ 午前11時～11時30分
ブランド卵「味宝卵」を生産・販売して
いる野上養鶏場。鶏舎で生まれた卵
はどのように運ばれてパック詰めされ
ているのか、養鶏場のバックヤードを
見学します。「味宝卵」をぜいたくに
使ったプリンと卵のお土産付きです。

▶会場・集合場所:野上養鶏場（鞍手町中山1034-2）▶駐車場:有▶
最大催行:20人▶料金:500円▶担い手:野平 達郎

養鶏場を見てみよう！39

（株）野上養鶏場
TEL：0120-02-6985申込先

MAP 39

▶7月15日（日）、8月5日（日）
▶ 午前10時～正午
パン作りって難しいと思っ
ていませんか？ 粉から手
でこねて作っていく間に愛
おしくなります。また、焼き
上がるときの香りは幸せ
な気持ちになります。ぜひ
体験しませんか？　

▶会場・集合場所:きぬパン工房（宮若市金丸401-8）▶駐車場:有（5台）
▶最大催行:8人▶最少催行:3人▶料金:大人2,500円、子ども2,000円
▶持ってくるもの:エプロン▶担い手:恒吉 絹子

手作りパン体験32

きぬパン
TEL：090-5733-7861申込先

MAP 32

直方市で育てられているぶどうの一種「ピオーネ」。
“キュッ”としまった歯ざわりの良い食感と上品な
風味が特徴的です。甘みと酸味のバランスも非常に
よく、直方市のふるさと納税の返礼品としても好評
です。実は直方市の果実のなかで「ぶどう」が出荷量
ナンバー1。（※ちなみに、いちごは野菜に分類さ
れます。）ぜひ一度、直方産の「ピオーネ」をお試し
ください。

かつて「黒ダイヤ」と呼ばれた石炭で栄えた宮若市。
この地域では戦後まもなくからぶどうの栽培が始ま
り、今なお受け継がれています。中でも「黒い宝石」と
例えられる巨峰は、爽やかな酸味と甘さを誇ること
から多くの人に親しまれています。
この地で育まれるぶどうの中で今回、お勧めする品
種が、「シャインマスカット」です。上品な甘さに加え、
皮をむかずにその
まま召し上がるこ
とができます。

かつて炭鉱のまちだったボタ山跡を「ブルーベ
リー農園」として再生。
そのブルーベリー農園で栽培されているブルーベ
リーは大らかな大自然の中で土作りにこだわり、
農薬を一切使わずに大事に育てられた新鮮な逸
品。ぜひ一度ご賞味ください。

鞍手町は福岡県内でも有数の巨峰の産地です。芳醇
でまろやかな甘みとみずみずしさが特徴の巨峰は、
半世紀以上にわたって栽培されている町の特産品
です。
収穫時期には町のいたるところに直売所が軒を連
ね、夏の風物詩となっています。ふるさと納税の返
礼品としても好評で、贈り物としても大変喜ばれる
逸品です。半世
紀以上愛され
続ける「鞍手ぶ
どう」を味わっ
てみませんか。

直方市 夏のオススメ！直方産ピオーネ 宮若市
「黒ダイヤ」から「黒い宝石」へ
 半世紀を超えた宮若ぶどうを堪能 小竹町

大自然の中で育った
無農薬ブルーベリー 鞍手町 夏の特産品「鞍手ぶどう」

▶7月18日（水）・26日（木）、8月2日（木）
▶ 午前10時～午後0時30分　
計量から焼き上がりまで2時間
の簡単手ごねパン作りをお教え
します。パン作りでは鞍手町の
卵「味宝卵」を使用します。古民
家風のスタジオで笑顔あふれる
パン作りをしませんか？ 出来上
がりのパンは手土産にどうぞ！！

▶会場・集合場所:Home made Bread ORANGE スタジオ（直方市須
崎町4-25）▶駐車場:直方駅周辺有料駐車場は有▶年齢・参加条件:小学
生以上（小学校１年生、２年生は保護者同伴）▶最大催行:4人▶料金:
2,800円▶持ってくるもの:エプロン、手拭きタオル、ふきん、持ち帰り用
の袋▶担い手:加藤 江美

ふわふわの【チョコミルクパン】を
作りましょう34

Home made Bread ORANGE（加藤）  
TEL：080-5266-1183申込先

MAP 34

▶7月15日（日）・21日（土）・30日（月）
 8月9日（木）・23日（木）・25日（土）
▶ 午前10時～午後1時
お友だちと一緒に本格そば打ち体験をしてみ
ませんか？ 石臼挽きの新鮮なそば粉を使って
「水廻し」「こね」「延し」「切り」の工程を丁寧に
手ほどきします。1食分はその場で茹でたてを
楽しみ、残りの4食分はお持ち帰りできます。
自分で作った打ち立てのそばは、絶品です。

▶会場・集合場所:Q-SANショールームここち（直方市新町3丁目
3-10）▶駐車場:有（10台）▶年齢・参加条件:小学校5年生以上（身長
が150センチ以上）▶最大催行:6人▶最少催行:2人▶料金:2,500円
▶持ってくるもの:エプロン、三角巾、手拭きタオル、保冷バッグ、そば
入れ物▶担い手:舛田 浩二

丁寧な手ほどきで本格！ 絶品！
そば打ち体験33

そば工房「悠遊」
TEL：0949-24-4972申込先

MAP 33

▶7月27日（金）
▶ 午前10時～午後1時
小学生ならではの想像力たっぷ
りのパンをhoramiriと作りま
しょう。作ったパンはお持ち帰
り。ランチタイムはhoramiriパ
ンをみんなでワイワイ食べま
しょう。夏休みの研究にもなる
あっとおどろくパン作りを体験
しませんか？

▶会場・集合場所:直方市男女共同参画センター 料理講習室（直方
市津田町7-20）▶駐車場:有▶最大催行:10人▶最少催行:6人▶料
金:1,500円▶持ってくるもの:エプロン、三角巾、ボウル、カレース
プーン、手拭きタオル▶担い手:田島 初美

小学生 パンプロジェクト 
 in のおがた36

小学生パンプロジェクト
TEL：090-9498-6642申込先

MAP 36
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▶7月26日（木）
▶ 午前11時～正午　
ハワイの楽器「ウクレレ」で
指を動かして音楽を奏でる
ことで、楽しく陽気に脳トレ
をしましょう。ウクレレは４
弦なので始めやすく、簡単
なコードを覚えるだけで４
曲マスターできます。ウクレ
レはお貸しできます。

▶会場・集合場所:鞍手町中央公民館 和室（鞍手町小牧2105）▶駐車
場:有▶年齢・参加条件:19歳以上▶最大催行:10人▶最少催行:5人▶
料金:1,000円▶持ってくるもの:筆記用具、ウクレレ（お持ちの方のみ）
▶担い手:津留 礼佳

誰でも簡単！ ウクレレで脳トレ！43

ウクレレ・ホヌ・オハナ
TEL：080-5284-2577申込先

MAP 43

▶7月31日（火）
▶ 午前10時～正午
ユニークな表現で活動中のhoramiriが、光福寺にてパフォーマン
ス「お寺らくだ」を行います。どんなお話がやってくるのか、お楽し
みに。パフォーマンスを観た後は、みんなでわいわい工作タイム。
horamiri特製おやつとお茶付きです。

▶会場・集合場所:光福寺（直方市下境1638）▶駐車場:有▶年齢・参加
条件:小学生（保護者同伴も可）▶最大催行:30人▶料金:大人1,000
円、小学生500円▶持ってくるもの:はさみ、のり▶担い手:田島 初美

観て作って楽しもう♪
horamiriが光福寺にやってくる！40

horamiri（ホラミリ）
TEL：090-9498-6642申込先

MAP 40

▶7月21日（土）
▶ 午後2時～3時30分
驚きのマジックを目の前でご
覧ください。非日常の世界を
堪能してみませんか？ お楽
しみ後は初心者でも簡単に
できるマジックを紹介しま
す。（ドリンク・おやつ・お土
産マジック付き）

▶会場・集合場所:魔女のおうちカフェ（小竹町御徳1070）▶駐車場:
有（10台）▶年齢・参加条件:小学生以上▶最大催行:10人▶最少催行:
3人▶料金:大人2,000円、小学生1,000円▶持ってくるもの:ハンカチ
▶担い手:マジシャン美月

あなたを魔法の世界へご招待！！41

魔女のおうちカフェ
TEL：090-3012-1212申込先

MAP 41

▶8月4日（土） ▶ 午前10時30分～午後2時
ひと夏の思い出として里山で
思いっきり遊びませんか？ 
森林浴、虫探し、川遊び。「里
山の仙人」と言われている清
野さんが案内します。ヤギも
お出迎え。お昼は元祖焼きス
パを作ります。

▶会場・集合場所:もととりハウス（直方市上頓野4200-13 あじさい
園）▶駐車場:有▶年齢・参加条件:小学生以下は保護者同伴▶最大催
行:10組（20人）▶料金:1,040円（小学生以下無料）▶持ってくるもの:
虫よけスプレー、飲み物、タオル、帽子、サンダル（水遊び用）▶雨天
時:雨天中止▶担い手:金剛山もととり保全協議会/清野 重秋

里山においでよ。45

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

MAP 45

▶7月29日（日）
▶ 午前10時～正午
地球からの贈り物「石炭」の秘密を紹介します。電気や鉄を作る、
そのパワーを一緒に解き明かしてみませんか？ 石炭燃焼体験や
火力発電の実験、蒸気機関車乗車体験、救護練習坑道の入坑体
験など盛りだくさん。石炭塊、メタセコイアのしおりをプレゼント
します。

▶会場・集合場所:直方市石炭記念館（直方市直方692-4）▶駐車場:
有（8台）▶最大催行:10人▶最少催行:2人▶料金:300円▶雨天時:
雨天中止▶担い手:八尋 孝司

燃える石の物語44

直方市石炭記念館
TEL：0949-25-2243申込先

MAP 44

▶7月26日（木）
▶ 午前10時～11時
フラダンスは年齢に関係なく、
どなたでも楽しく踊れます。み
んなで踊った後はハワイのコー
ヒーやクッキーもご用意して
います。癒しのメロディ「ハワイ
アンミュージック」に乗り、ゆっ
たりと楽しく踊って心と体の
健康を保ちましょう。

▶会場・集合場所:鞍手町中央公民館 和室（鞍手町小牧2105）▶駐
車場:有▶最大催行:15人▶最少催行:5人▶料金:700円（小学生以下
300円）▶持ってくるもの:飲み物、タオル▶担い手:津留 理恵

みんなで踊ろう！
初めてのフラダンス42

カ・リコプア・フラレア
TEL：090-9791-1339申込先

MAP 42

　直鞍地域(直方市・宮若
市・小竹町・鞍手町)の総合
ガイドブック。
　仕事のプロジェクトが一
段落して1週間の休暇を
取った一人の女性を主人
公に、2泊3日の直鞍旅行
での様子をつづっています。直鞍地域と人の魅力に気付かされ
る「旅日記風」仕立ての「読む」ガイドブックです。「ちょっくらふれ
旅」で体験や交流をした後に、地域の気になるスポット巡りをし
てみませんか？

福岡県企画・地域振興部広域地域振興課  TEL092-643-3180
お問い合わせ先

　隣の嘉飯地域(飯塚市・嘉麻市・
桂川町)でも、歴史や食、自然、もの
づくりなど、地域ならではの工夫を
こらした48の体験プログラムを集
めた「嘉飯物語2018夏」を開催し
ます。開催期間は7月14日から8月
31日までです。

飯塚観光協会  TEL0948-22-3511　
　　　　　　　ホームページ http://www.kankou-iizuka.jp

お問い合わせ先

「わたしのたびにっき じゃぁにぃー」
 大切な人を想う時間

嘉飯地域にも
足をのばしてみませんか？
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ダイワハウスの家づくりを体感しよう

畳のへりで作るバッグインバッグ

陶芸体験

アロマで虫除け3点セットを作ろう！

オリジナルリボン作り

ボタニカルリースで感じる“爽やかな夏”

宮若追い出し猫の絵付け体験

趣ある空間でなごみのひとときパステルアート体験

親子で楽しむ勾玉づくり

直方五日市と木工工作体験

草木染め ～葛で染めるストール～

プリザーブドフラワーでケーキを作ってみませんか？

キラキラ輝く泥だんごづくり体験

イベント展示品を作ろう！ 竹灯籠加工体験

オリジナルクリアファイルを作ろう！

伝統的な水引で作るアクセサリー

元気なうちに！ 楽しく遺影撮影

手縫いで作ろう！ 自分だけの本革コインケース

自分の古着をペットのための洋服やベッドにリメイクしてみよう！

直方・上頓野の里山【あじさい園で陶芸体験】
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瞑想とクリスタルボウルサウンドで究極のリラックス！

身近な薬草で健康づくり
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ブルーベリー園で酵素ジュースを作ろう♪

ブルーベリー狩り＆ジャム作り体験

ブルーベリー狩り＆石釜でのピザ作り体験

手作りパン体験

丁寧な手ほどきで本格！ 絶品！ そば打ち体験

ふわふわの【チョコミルクパン】を作りましょう

夏野菜で作る簡単ピクルス

小学生 パンプロジェクト in のおがた

歴史ある須賀神社参拝と時短ヘルシーランチ作り

時短で小鉢8品を作ろう！

養鶏場を見てみよう！

食
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観て作って楽しもう♪ horamiriが光福寺にやってくる！

あなたを魔法の世界へご招待！！

みんなで踊ろう！ 初めてのフラダンス

誰でも簡単！ ウクレレで脳トレ！

音楽・踊り

燃える石の物語

里山においでよ。
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自然・歴史

く
ら
て
学
園
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