
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

〒822-8501 福岡県直方市殿町7-1（直方市役所内5階）
TEL ／0949-28-8135（受付時間／9：00～17：00）
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

氏　名

フリガナ

フリガナ

氏名(代表者）

年　齢

男　女

才

性　別

年齢

男　女

才

性別

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～

プログラム番号 プログラム名

参
加
者（
代
表
者
除
く
）

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 氏　名

フリガナ 年齢

男　女

才

性別

○最少催行人数に満たないプログラムは、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10月1日（月）午前10時～申 込 開 始日

プログラム期間 2018年10月13日（土）～12月28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53のプログラム。
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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。

平成30年夏季 担い手結団式　撮影：担い手 石井 健一郎

表紙写真に
ついて

【正行寺】小竹町御徳地区の浄土真宗本願寺派の寺院です。御徳地区では、350年以上続いてきた地域のおまつりが毎年8月24日に開催されて
おり、現在は正行寺を含む3か所で開催されています。

▶10月13日(土）
▶ 午後１時～午後4時　

▶会場・集合場所:くらて学園（鞍手町新北993-1）▶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:5人▶最少催行:
2人▶料金:3,500円▶担い手:上野 健一

MAP 2

手縫いで作る革のペンケース2

メゾンドウエノ
TEL：090-8397-1135申込先

なかなか文字を書くことが
少なくなってしまった今日。
書くことを大切にするため
に、お気に入りのペンを入
れる革のペンケースを作り
ましょう。革の色とファス
ナーの色は、準備した中か
ら選ぶことができます。

▶10月16日（火）
▶ 午前１０時～午後３時　
刻字では自分の好きな
一字を彫り込み、一日で
やさしい仏さまも作るこ
とができます。完成した
作品を家に飾ってやさし
い空間を創り出し、ほっ
こりしてみませんか？

▶会場・集合場所:鞍手町中央公民館（鞍手町小牧2105）▶駐車場:
有▶最大催行:8人▶最少催行:5人▶料金:1,000円（昼食付）▶持っ
てくるもの:軍手、鉛筆（4B）、彫刻刀（貸出可）▶担い手:太田 秀之

MAP 3

木彫体験
～刻字とやさしい仏さま作り～3

くらて木彫教室
TEL：080-1761-9283申込先

▶10月13日（土）
▶ 午前10時～午後3時　
大工さんと一緒に、小さな木の椅子を
作りましょう。のこぎりの使い方やビ
スの取り付け方を覚えて、木工の楽し
さ、自分の力で物を作る楽しさを感じ
てもらえたらなと思います。※昼食
（カレー350円）希望の方は申込時に
お知らせください。

▶会場・集合場所:六庵（直方市上境1784-3 筑前上境バス停前）▶
駐車場:有▶年齢・参加条件:小学校4年生以上▶最大催行:15人▶最
少催行:5人▶料金:1,500円、小学生以下1,000円▶持ってくるもの:
タオル、飲み物▶担い手:舌間 仁美

MAP 1

大工さんと作る 小さな木の椅子1

六庵（ろくあん）
TEL：090-3463-2033申込先

▶10月16日（火）、11月13日（火）
  12月7日（金）
▶ 午前11時～午後2時30分　

畳のへりで大きめのトートバッグを作り
ます。マグネット付きで開閉しやすく、内
ポケットが一つあるのでケータイなどを入
れるのにも便利です。生地は写真以外の
ものも選べますので、右のQRコードから
ご覧ください。

▶会場・集合場所:Myrsky（宮若市福丸250-6）▶駐車場:無▶年
齢・参加条件:ミシンが使える方、手縫いができる方▶最大催行:5人
▶料金:4,000円▶持ってくるもの:ミシン（動作確認をお願いします）、
裁縫道具、ものさし（30㎝くらい）、昼食▶担い手:柳田 真紀

MAP 4

畳のへりで作るトートバッグ
（中・上級）4

Myrsky
TEL：090-3986-9341申込先

▶10月22日（月）、11月19日（月）
  12月3日（月）
▶ 午前10時30分～午後2時　

畳のへりでショルダーバッグを作ります。
バッグ作り初心者の方にもわかりやすくお教
えします。生地は写真以外のものも選べま
すので、右のQRコードからご覧ください。

▶会場・集合場所:Myrsky（宮若市福丸250-6）▶駐車場:無▶年
齢・参加条件:ミシンが使える方、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）、
裁縫道具、ものさし（30㎝くらい）、昼食▶担い手:柳田 真紀

MAP 5

畳のへりで作るショルダーバッグ
（初・中級）5

Myrsky　
TEL：090-3986-9341申込先
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▶10月18日（木）、11月23日（金・祝）、12月27日（木）
▶ 午後１時～午後３時　
コリや冷えでお悩みの方に！ ハー
ブを布で包み、温かく蒸して全身に
押し当てるリラクゼーション「ハー
ブボール」。ヨモギやビワの葉、柑橘
の皮など身近な材料を生かした作
り方と使い方を学んでみませんか？ 
2個お持ち帰りいただきます。

▶会場・集合場所:和の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:6人▶料金:3,500円▶担
い手:伊藤 宇恵

身近な薬草で
ハーブボール作り＆セルフケア24

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

MAP 24

▶10月20日（土）、11月17日（土）、12月15日（土)
▶ 午後１時３０分～午後３時３０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。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▶
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25

小竹薬草農園
TEL：09496-2-3697申込先

MAP 25

▶12月1日（土）・15日（土）
▶ 午後１時～午後４時　
秋の山々を彩る「赤いモミジ」にたくさ
ん含まれるアントシアンで、淡いピン
クから赤色に染めてみませんか？ 染
めてみたい天然繊維素材（絹・綿・麻な
ど）のシャツやバッグ・小物など200ｇ
を目安にお持ちください。ご相談いた
だければ代理購入もいたします。

▶会場・集合場所:和の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▶料
金:2,000円▶持ってくるもの:汚れても良い服、エプロン、あればゴ
ム手袋▶担い手:伊藤 宇恵

MAP 21

草木染め～モミジで～21

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

▶12月22日（土）・23日（日・祝）
▶ ①午前１０時～正午 ②午後２時～午後４時　
お正月飾りの定番「門松」を玄
関先に飾ると、その家には福
の神が降りると言われていま
す。新年に向け、福の神を招き
入れられるように、目印となる
オリジナルのミニ門松を作っ
てみませんか？

▶会場・集合場所:小竹町中央公民館（小竹町勝野1757）▶駐車場:
有▶最大催行:8人▶料金:1,500円▶持ってくるもの:軍手、汚れても
良い服▶担い手:田代 博昭

MAP 22

お正月の必需品
あなただけのオリジナルミニ門松作り22

竹工房 博
TEL：090-9585-2518申込先

▶12月22日（土）
▶ 午後１時３０分～午後３時３０分　
新年を祝うお花をプリザーブド
フラワーで作ってみませんか？ 
プリザーブドフラワーは枯れな
い花なので長時間美しい状態
が続きます。テーブルの上など
に置き、ゆったりとした空間を
味わってください。

▶会場・集合場所:こたけ創造舎（小竹町勝野3304）▶駐車場:有▶
最大催行:6人▶最少催行:2人▶料金:2,000円▶持ってくるもの:は
さみ、持ち帰り用の袋▶担い手:梶原 扶美江

MAP 23

プリザーブドフラワーで
新年を祝いませんか？23

アトリエふみ
TEL：090-1087-1668申込先

▶12月1日（土）・2日（日）
▶ 午前１０時～午後４時　
松ぼっくりや木の実、ツタ、ワ
ラなど、鞍手町の自然の恵み
を生かして、クリスマスリー
スやお正月飾りを作ってみま
せんか？ 世界に1つだけの飾
りで素敵なひと時を♪

▶会場・集合場所:くらて学園（鞍手町新北993-1）▶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人▶最少催
行:3人▶料金:3,000円、小学生以下2,000円▶持ってくるもの:裁縫
道具、ニッパー、ペンチ、飾りに取り入れたい材料（リボンなど何でも
OK）、昼食▶担い手:中村 幸代

MAP 19

クリスマスリースやお正月飾りを
作ってみませんか？19

（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

▶11月25日（日）・26日（月）
▶ ①午前１０時～午前１１時３０分 ②午後１時３０分～午後３時　
「手びねり」の基本を学び、花
入れ、フリーカップ、置き物な
どを自由に作ります。乾燥後
2度焼成しますので、出来上
がるまで約1か月かかります。
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:小学校4年生以上▶最大催行:6人▶最少催行:
2人▶料金:2,000円、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 18

陶芸体験18

陶房青空間（細田）
TEL：090-5293-6088申込先

▶12月1日（土）
▶ 午後１時～午後３時　
一眼レフカメラやミラーレ
スカメラ、買ってみたもの
のまだ使いこなせていない
という方はいませんか？ プ
ロのカメラマンが初心者向
けに、基礎知識と実習を合
わせて楽しくレベルアップ
をお手伝いします。

▶会場・集合場所:くらて学園（鞍手町新北993-1）▶駐車場:有▶最
大催行:10人▶最少催行:3人▶料金:3,000円、小学生以下2,000円
▶持ってくるもの:カメラ▶担い手:Kuro、石井 健一郎

MAP 20

持ってるカメラを使いこなそう！20

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

開国と近代化で国中が揺れ動いた幕末。福岡藩最後
の城と言われる犬鳴御別館は、家老である加藤司書
の進言により、有事に備えて藩主を匿うための逃げ
城として築かれました。しかし、佐幕派の陰謀によ
り、藩を支配しようと企んでいるなどと疑われ、1865
年、加藤司書は切腹を命じられます。現在では高石垣
と加藤司書忠魂
碑のみが残り、隠
れた桜の名所と
して地域内外の
人々から愛され
ています。

宮若市
犬鳴御別館

▶11月25日（日）
▶ 午後１時３０分～午後３時３０分　
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 16

趣ある空間でなごみのひととき
パステルアート体験16

パステルlife ～Hana～
TEL：090-2084-7860申込先

▶11月25日（日）
▶ 午後１時３０分～午後３時３０分　
レースやビーズなどを飾って、お洒落
で可愛いくるみボタンを作りません
か？ ボタンとして使うだけではなく、
ヘアゴムやアームバンドにアレンジも
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:小学校4年生以上▶最大催行:6人▶料金:1個あたり
700円▶担い手:新川 美佐子

MAP 17

くるみボタンを作ってみませんか？17

美Shin（みしん）
TEL：080-5209-2241申込先

いぬ なき ご べっ かん

歴史にふれ旅

プログラム　 を
チェック！
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清水寺から見る雲海（宮若市）
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▶10月28日（日）
▶ 午前８時～午前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】27

ジャイアントストア直方
TEL：0949-22-3428申込先

MAP 27

▶①11月1日(木） ②12月10日(月）
▶ ①午前１０時３０分～正午 ②午後１時～午後３時　
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(タッチケア）です。大
好きなママの手とかけ声で赤ちゃんは
うっとりご機嫌になります。親子で笑顔
いっぱいになる時間をつくりませんか？ 
レッスンの後は小竹町のおいしいお菓
子を食べながら、みんなでいっぱいお
しゃべりしてリフレッシュしましょう♪

▶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親▶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

28

RTA指定スクール ママぽぽ
TEL：0948-52-6639申込先

MAP 28

赤ちゃんとのふれあいを楽しもう♪
ベビーマッサージ体験　

▶11月24日（土）
▶ 午前１０時３０分～午後１時３０分　
楽しく身体を動かした後
に、マクロビオティックの
ランチでからだの中と外
からデトックスしましょ
う。ランチには、宮若市“百
家農園”の美味しい無農
薬・有機栽培野菜を使って
います。

▶会場・集合場所:上大隈公民館（宮若市上大隈664）▶駐車場:有▶
年齢・参加条件:18歳以上▶最大催行:10人▶料金:2,500円▶持って
くるもの:あればヨガマット、水、汗拭きタオル▶担い手:小磯 稜子

マクロビランチ付デトックスヨガ29

小磯 稜子
TEL：090-8661-3043申込先

MAP 29

▶12月2日（日）
▶ 午後２時～午後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:魔女のおうちカフェ（小竹町御徳1070）▶駐車
場:有▶年齢・参加条件:小学生以上▶最大催行:12人▶最少催行:2
人▶料金: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！30

魔女のおうちカフェ
TEL：090-3012-1212申込先

MAP 30

▶10月25日（木）
▶ 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▶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26

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

MAP 26

▶10月19日（金）英語、11月9日（金）日本語
▶ 午前１０時～午後１時　
カセットコンロとフライパンで世界のスイーツ
を楽しみましょう！ オーブンを使わなくても気
軽においしいスイーツを作れます。日本のチー
ズ饅頭、中国のマーラカオ、南米のトルティーヤ
を作るスイーツの旅に出かけましょう！ 1回目
はあやしい英語バージョンで開催。きちんと文
章にならなくてもOK。話してみるとどうなるだ
ろう？ いつものコミュニケーションが面白おか
しく変化します。2回目は日本語で行います！

▶会場・集合場所:れりぃず（直方市頓野255-56）▶駐車場:有（8台）▶
最大催行:10人▶最少催行:4人▶料金:2,000円▶持ってくるもの:カ
セットコンロ、フライパン、ボウル、ヘラ▶担い手:田島 初美

フライパンスイーツで世界旅行33

horamiri
TEL：090-9498-6642申込先

MAP 33

▶10月21日（日）、11月7日（水）
  12月2日(日）・25日（火）
▶ 午前１０時～正午　
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。計量からすべてご自
身で作り上げたパンをお持ち
帰りいただけます。古民家風の
スタジオで笑顔あふれるパン
作りをしてみませんか？

▶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▶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▶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

▶10月13日（土）
▶ 午前１１時～午前１１時３０分　
徹底した管理で高い品質を誇る鞍手
町のブランド卵「味宝卵」を生産・販売
している野上養鶏場を見学します。鶏
舎から流れてきた卵がパック詰めされ
るまでの過程をご案内します。「味宝
卵」をぜいたくに使ったプリンと卵の
お土産もあります。

▶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

養鶏場ってどんなとこ？32

（株)野上養鶏場
TEL：0120-02-6985申込先

MAP 32

▶10月13日（土）・19日（金）・30日（火）
  11月8日（木）・17日（土）・23日（金・祝） 
  12月3日（月）・16日（日）
▶ 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-SUN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、そば入れ物、保冷バッグ▶担い手:舛田 浩二

そば打ち体験31

そば工房（悠遊）
TEL：0949-24-4972申込先

MAP 31

小竹地蔵尊の釈迦入滅を表現した涅槃像。涅槃像
といえば、篠栗町・南蔵院にある世界最大級の涅槃
像が有名ですが、小竹町の涅槃像は世界最小級。
全長約40㎝とすごく小さいサイズです。さらに左
肘をついて横たわる姿はかなり珍しく一見の価値
ありです。ぜひ
一度ご覧くだ
さい。

小竹町
小竹地蔵尊涅槃像
こ たけ じ ぞう そん ね はん ぞう

歴史にふれ旅

▶10月23日（火）、11月11日（日）
  12月15日（土）・23日（日・祝）
▶ 午前１０時～正午　

直方産の米粉と鞍手町の「味宝
卵」を使った、しっとりふわふわの
「グルテンフリーの米粉シフォン
ケーキ」を作ります。持ち帰りや
すい紙型で焼きあげていきます。
アレンジシフォンケーキの試食を
ご用意してお待ちしています。

▶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▶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▶担い手:加藤 江美

しっとりふわふわの
【米粉シフォンケーキ】を作りましょう35

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

MAP 35

E at i n g

食
伊藤常足旧宅の吊るし柿（鞍手町）
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「わたしのたびにっき じゃぁにぃー」
 大切な人を想う時間

▶10月26日（金）
▶ 午前１０時３０分～午後0時３０分　
ブルーベリー園の石窯でピザ作り！ 
トッピングは地元の野菜など。飲み物
は、小竹町のブランド品として売り出し
中の小竹町産の竹炭で焙煎した「こた
け珈琲」など趣向を凝らした「こたけの
おもてなし」を計画中。大自然の中で楽
しく食事をしながら過ごしましょう！
※ブルーベリー狩りは、ありません！

▶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:10人▶最少催行:5人▶料金:1,500円▶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

ブルーベリー園で石窯ピザ作り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

▶10月28日（日）
▶ 午前１０時～正午　
世界3大紅茶をはじめとし
た世界の産地別紅茶8種類
をテイスティングして、紅茶
の特徴を知り、筑豊銘菓
「成金饅頭」との相性をさぐ
ります。可愛い「ちょっくら
成金皿」1枚プレゼント。

▶会場・集合場所:アトリエ ブランシュ（直方市下境2194-2）▶駐車
場:有（6台）▶年齢・参加条件:18歳以上▶最大催行:6人▶最少催行:
4人▶料金:3,000円▶担い手:アトリエ ブランシュ/野﨑 由美子

世界の紅茶と
筑豊銘菓【成金饅頭】のマッチング39

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

MAP 39

▶11月22日（木）
▶ 午前１１時～午後１時　
秋の山菜の王者、自然薯を掘り出し、粘りのあ
る定番のとろろご飯、磯辺揚げ、炒りむかごな
どで食べましょう！ 掘り出した自然薯と特製自
然薯用出汁をお持ち帰りいただきます。どの自
然薯を持ち帰るかは、くじ引きで決めます。もし
かしたら、大きな自然薯がくじで当たるかも？

▶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:10人▶最少催行:5人▶料金:3,000円（お持ち帰り用自然
薯500ｇ＋自然薯用出汁100㎖1本含む）▶持ってくるもの:汚れても
良い服、長靴▶雨天時:雨天中止▶担い手:山の里自然農園/宮崎 一雄

秋の【山菜の王者】
自然薯料理を食べるぞ～38

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

MAP 38

▶12月21日（金）・22日(土）・23日（日・祝）
▶ 午前１０時～午後１時
ベルギーチョコレートと若宮の
美味しい卵を使った本格的な
ケーキが作れます！ 濃厚なチョ
コレートケーキです。トッピン
グも手作りしますよ！ お持ちい
ただくのは、エプロンのみ。今年
のX’masは、楽しく美味しい手
作りケーキを！！

▶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）▶年齢・参加条件:18歳以上▶最大催行:5人▶最少催行:3人▶料
金:4,200円▶持ってくるもの:エプロン▶担い手:恒吉 絹子

X’masケーキを手作りしよう！42

きぬパン
TEL：090-5733-7861申込先

MAP 42

▶11月20日（火）
▶ 午後６時～午後９時　
光福寺の本堂からライトアッ
プされた幻想的な紅葉を眺
めながら、秋の味覚8～10品
のコース料理を堪能します。
実製作は3品。お正月にも使
える簡単レシピです。特選お
土産付。秋のテーブルコーディ
ネートは必見！

▶会場・集合場所:光福寺（直方市下境1638）▶駐車場:有▶最大催
行:8人▶最少催行:2人▶料金:6,800円▶持ってくるもの:エプロン、
タオル、筆記用具▶担い手:石丸 貴子、藤田 久実

お寺で“秋”を楽しむ料理会♪41

and*one Kitchen 
TEL：0949-24-5036申込先

MAP 41

▶11月11日（日）・25日（日）
▶ 午前１０時～午後１時３０分　
世界最古の隕石が落下した歴史
ある須賀神社でマイナスイオンを
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
加をお待ちしております。

歴史ある須賀神社参拝と
秋の彩り弁当作り

▶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: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、三角巾（ハンカチ可）▶担い手:手作り工房「やまぼ
うし」/栗木 千代香、都津川 智子 

40

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

MAP 40

▶①10月13日（土）植木、②11月17日（土）市内文学碑
▶ 午前１０時～正午　
植木は長崎街道と赤間街道が交
わる宿場町で、多くの人々が行き
来した、様々な文化を残していま
す。また、直方市内には有名な俳
人や詩人の句碑が残されており、
一見の価値があります。地域の
歴史にふれてみませんか？

▶会場・集合場所:①筑前植木駅（直方市植木1182-1-2） ②直方市中
央公民館（直方市津田町7-20）▶駐車場:①無 ②有▶最少催行:3人▶
料金:800円▶持ってくるもの:歩きやすい服、タオル、帽子、飲み物▶
雨天時:雨天決行▶担い手:のおがた泰山木の会/篠原 義一

ボランティアガイド泰山木の会の
ガイドと歩く植木と市内文学碑散策43

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

MAP 43

▶10月14日（日）
▶ 午前１０時～午後４時　
宗像三女神が降臨されたという
伝説も残る六ヶ岳。六ヶ岳探検隊
と一緒に秋の山を探検しません
か？ ハイキングをしながら自然観
察、ゲームなど、自然を満喫しなが
らみんなで楽しく過ごそうよ！

▶会場・集合場所:コミュニティハウス赤れんが（鞍手町八尋777）▶駐車
場:有▶年齢・参加条件:小学校4年生以上▶最大催行:10組（20人)▶最
少催行:5組（10人）▶料金:1,000円、小学生以下500円▶持ってくるも
の:弁当、飲み物、帽子、タオル、軍手、虫除けスプレー▶雨天時:雨天延期
（10月21日（日））▶担い手:播野 巧磨

六ヶ岳探検隊と行く
親子で秋の里山体験！44

六ヶ岳探検隊
TEL：090-4827-2738申込先

MAP 44

古月横穴は1926年に発見され、1932年に国の史跡
に指定されました。
古墳時代の6世紀後半から7世紀後半にかけて造ら
れた横穴墓は、現在40基が確認されています。横穴
墓は硬い岩盤をくりぬいて造られ、墓の内部には彩
色や線状の文様が施されているものもあります。
色を使った文
様のある横穴
墓は、県内で
は古月横穴し
か残っていな
い貴重な史跡
です。

鞍手町
古月横穴

▶10月24日（水）、11月14日（水）
▶ 午前１０時～午後１時　
遠賀川河川敷のオートキャンプ場にて
バーベキューをします。食肉技術専門
士から、食材の調理方法やバーベ
キューコンロの管理方法、火おこしの
仕方を学びながら、地元の農産物直売
所で仕入れたおいしいお野菜やお肉な
どを食べて楽しく交流しましょう。

▶会場・集合場所:遠賀川河川敷公園オートキャンプ場内の筑前屋車両（宅
配BBQ号）前▶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:50人▶最少催行:10人▶料金:3,000円、小・中学生1,500円、未就学児
無料▶持ってくるもの:筆記用具、エプロン、飲み物、あれば椅子▶雨天時:雨
天延期（翌週または翌々週）▶担い手:（有）筑前屋/桃田 直人

これであなたもバーベキューマイスター36

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

MAP 36

ふる つき よこ あな

歴史にふれ旅

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

伊藤常足旧宅（鞍手町）

N
ature/Histo

ry

然・
史

自
歴
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▶11月9日（金）、12月14日（金）
▶ 午後１時３０分～午後４時　
五行歌は普段のことばで心の中の思
いを書く歌です。でも、自分だけでお
さめてしまうのって、もったいない。あ
なたの大切な人、思いを伝えたい人、
もう伝えられなくなったけれど、こと
ばにして贈りたかった人へ…  そんな
あなただけの思いを、五行の歌にして
みませんか？

▶会場・集合場所:直方歳時館 和室2（直方市新町1丁目1-18）▶駐
車場:有▶最大催行:15人▶最少催行:8人▶料金:600円▶持ってくる
もの:鉛筆、消しゴム▶担い手:岡本 まさ子

五行で思いを伝えませんか？52

ちくほうの歌風　
TEL：090-6954-7658申込先

MAP 52

▶11月25日（日）
▶ 午後２時～午後３時３０分
驚きのマジックを目の前でご覧い
ただきます。非日常の世界を堪能し
てみませんか？ お楽しみの後は、
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▶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:2,000円、小学生1,000円▶持ってくるもの:布ハンカチ▶担
い手:美月 玖水

あなたを魔法の世界へご招待！！53

魔女のおうちカフェ
TEL：090-3012-1212申込先

MAP 53

▶10月21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

直方と燃える石の物語45

直方市石炭記念館
TEL：0949-25-2243申込先

MAP 45

▶10月21日（日）、11月18日（日）・25日（日）
▶ 午前１０時３０分～午後0時３０分　
牧場で飼育されている乳牛
の手搾り搾乳、餌やり、子牛
への哺乳ふれあいなどをと
おして、命のぬくもりを感じ
てみませんか？ ミニブタの
餌やり、引き馬による乗馬体
験もできます。

▶会場・集合場所: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:有▶最大催行:15人▶最少催行:5人▶料金:
2,000円（保護者の付き添いは無料）▶持ってくるもの:汚れても良
い服▶雨天時:雨天決行▶担い手:松野 竜大

牧場で動物たちとふれあい体験46

農事組合法人 楠木酪農生産組合　
TEL：090-5726-9599/FAX：0949-22-0433申込先

MAP 46

▶11月11日（日）
▶ 午前９時１５分集合（９時３０分出発）～午後３時　
鞍手町の数ある仏像を代表する「木造十
一面観音立像（長谷観音）」、「中山不動
尊」、「高木薬師如来」を訪ねます。いずれ
も国指定重要文化財や鞍手町指定文化
財として、大切に守られてきた仏像です。
途中、赤間街道や鞍手の自然にふれなが
ら、楽しく歩きましょう。

▶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:往復15㎞を歩ける方▶最大催行:30人▶
最少催行:10人▶料金:500円▶持ってくるもの:弁当、飲み物▶雨天
時:雨天決行▶担い手:隅田 知明

平安の仏と語る旅ウォーキング47

くらての明日を紡ぐ会
TEL：090-4511-7879申込先

MAP 47

▶11月17日（土）
▶ 午前１０時～午後２時　
明治維新直前、福岡藩の家老職であっ
た加藤司書（筑前勤王党）が造った犬
鳴鉄山と福岡藩犬鳴御別館。司書は夢
やぶれ切腹、果たして別館は藩主をか
くまうためか、または藩主を幽閉するた
めか？ 激動の幕末、志士の心を探る、
犬鳴ダム一周（約6㎞）を歩く旅です。

▶会場・集合場所:犬鳴ダム入口駐車場（宮若市犬鳴）▶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:30
人▶最少催行:10人▶料金:1,000円、小・中学生500円（宮若特産品
のお土産あり）▶持ってくるもの:弁当、飲み物▶雨天時:雨天中止▶
担い手:宮若市観光がいどの会（宮若市観光協会）

激動 幕末犬鳴谷の旅49

宮若市観光がいどの会（宮若市観光協会）
TEL:0949-55-9090 月曜日休申込先

MAP 49

▶11月26日（月）
▶ 午前１０時～午後２時
直方市の隣接する3つのお寺。永満寺に
ある明元寺では「作る」、中泉にある清
光寺では「聴く」、下境にある光福寺で
は「食す」。どのお寺も、とても落ち着い
た雰囲気の中にあり、素晴らしい紅葉
を見ることができます。それぞれの紅
葉を散策しながら、霊峰福智山、鷹取山
を眺め秋の深まりを楽しみましょう。

▶会場・集合場所:明元寺（直方市永満寺1987）▶駐車場:有▶最大
催行:26人▶最少催行:10人▶料金:1,500円（昼食付）▶持ってくる
もの:老眼鏡、飲み物▶雨天時:雨天決行▶担い手:3寺紅葉めぐりの
会/清永 智教

【3寺紅葉めぐりの会】と行く
直方市の３大お寺紅葉巡り50

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

MAP 50

▶12月2日（日）
▶ 午前１０時３０分～午後２時３０分　
６月にはアジサイで多くの人たち
で大賑わいだった里山も静かな
晩秋を迎えようとしています。自
然いっぱい、笑顔いっぱい、楽しさ
いっぱい、落葉の林を歩いた後、
もととりハウス周辺で楽しい食事
タイム。栗料理が食べられるかも。

▶会場・集合場所:もととりあじさい園駐車場（直方市上頓野4200-13）
▶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:30
人▶最少催行:10人▶料金:1,500円、小学生以下750円（幼児無料）、昼
食付▶持ってくるもの:虫除けスプレー、帽子、軍手、飲み物、ビニール袋
▶雨天時:雨天中止▶担い手:金剛山もととり保全協議会/末松 登志子

晩秋の里山においでよ！！51

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

MAP 51

▶11月18日（日）
▶ 午後１時～午後３時３０分
古い写真と地図を手に、
石炭で栄えていた昭和
20年代当時の生活を、
体験談を交えながら語
り歩きます。昭和の歴史
にふれてみませんか？

▶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▶最大催行:20人▶最少催行:5人▶料金:500円▶持ってく
るもの:筆記用具、飲み物▶雨天時:雨天中止▶担い手:立石 俊夫

石炭で栄えた昭和の鞍手を語り歩く48

くらての明日を紡ぐ会
TEL：090-8762-6029申込先

MAP 48

直方市の中心を流れる遠賀川の河川敷にあるオートキャンプ場は、1991年にオープンして以来、多くの方が訪れて
います。遠賀川のせせらぎと遠くに見える福智・鷹取山地の雄大な眺めは、街にいることを忘れさせてくれます。周り
には、スーパー・商店街があり、足りないものはすぐに調達できるのが都市型キャンプ場の利点。
サイトは15区画、駐車スペースと緑地サイトが設けられており、約6,500㎡ある緑地も自由に利用できます。

直方

●場　　所：直方市役所前の遠賀川河川敷公園内
●担 当 課：都市計画課 公園街路係（TEL：0949-25-2200）
●予約方法：窓口もしくは電話
●予約期間：利用日の前月一日から当日まで受付
●使用料金：無料
●そ の 他：日帰り可、ペット可、バーベキュー可、トイレ有、上水道有
●駐 車 場：1区画1台
  ※2台目以降は消防署下の河川敷駐車場を利用  ※キャンピングカー可

コウノトリ（直方市）

other activitie
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各プログラム会場には、

福岡市（天神）からも、

北九州市（小倉）からも、

車で約40～60分で到着します。
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大工さんと作る 小さな木の椅子

手縫いで作る革のペンケース

木彫体験 ～刻字とやさしい仏さま作り～

畳のへりで作るトートバッグ（中・上級）

畳のへりで作るショルダーバッグ（初・中級）

ろうけつ染めの帯でクッション作り

消しゴムで自分だけのオリジナル印かんを作ろう

オリジナルクリアファイルを作ろう

ブローチ・バッグインバッグ作り

宮若追い出し猫の絵付け体験

お皿と空瓶をインテリア小物にリメイク

伝統的な水引で作るアクセサリー

直方の商店街で竹馬作りと木工工作

アロマワックスバー作り

フリルリボンを作ってバッグをオシャレに♪

趣ある空間でなごみのひととき パステルアート体験

くるみボタンを作ってみませんか？

陶芸体験

クリスマスリースやお正月飾りを作ってみませんか？

持ってるカメラを使いこなそう！

草木染め ～モミジで～

お正月の必需品 あなただけのオリジナルミニ門松作り

プリザーブドフラワーで新年を祝いませんか？
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自転車に乗れない人のための【自転車体験】

赤ちゃんとのふれあいを楽しもう♪ ベビーマッサージ体験

マクロビランチ付デトックスヨガ

瞑想とクリスタルボウルサウンドで究極のリラックス！
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そば打ち体験

養鶏場ってどんなとこ？

フライパンスイーツで世界旅行

ふわふわの【チョコミルクパン】を作りましょう

しっとりふわふわの【米粉シフォンケーキ】を作りましょう

これであなたもバーベキューマイスター

ブルーベリー園で石窯ピザ作り

秋の【山菜の王者】自然薯料理を食べるぞ～

世界の紅茶と筑豊銘菓【成金饅頭】のマッチング

歴史ある須賀神社参拝と秋の彩り弁当作り

お寺で“秋”を楽しむ料理会♪

X’masケーキを手作りしよう！

食
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五行で思いを伝えませんか？

あなたを魔法の世界へご招待！！

その他体験

　ボランティアガイド泰山木の会のガイドと歩く植木

　 ボランティアガイド泰山木の会のガイドと市内文学碑散策

六ヶ岳探検隊と行く 親子で秋の里山体験！

直方と燃える石の物語

牧場で動物たちとふれあい体験

平安の仏と語る旅ウォーキング

石炭で栄えた昭和の鞍手を語り歩く

激動 幕末犬鳴谷の旅

【3寺紅葉めぐりの会】と行く 直方市の3大お寺紅葉巡り

晩秋の里山においでよ！！
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