
7/26

2,500円（魚ランチ付） 

8人

ソープバスケット作り

open caffe桜 （津久見市四浦1539） 

店舗駐車場をご利用ください

木

10:00-13:00

石けんの香りがするソープバスケッ

トは、インテリアとしても大人気！自

分の好きな色で作ります。

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

open caffe桜予約先：

momo.u.u.kose.e3e@gmail.com

TEL: 0972-84-9233

8/23 木 7/29

2,000円（昼食込） 

8人

粘土でつくる鉢植えいちご

open caffe桜 （津久見市四浦1539） 

店舗駐車場をご利用ください

日

10:00-13:00

小学生限定!夏休みワークショッ

プです。いちごの実を作り、色をぬ

っていきます。

完成後は昼食を用意しています。

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

open caffe桜予約先：

momo.u.u.kose.e3e@gmail.com

TEL: 0972-84-9233

小学生限定！

7/31

3,000円（魚ランチ付）

8人

粘土で作る野菜バスケット

open caffe桜 （津久見市四浦1539） 

店舗駐車場をご利用ください

火

10:00-13:00

トマトなどの野菜を手作りして、ミ

ニチュア野菜のバスケットを作りま

しょう。粘土でできたバスケットに

入れていきます。

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

8/21 火

open caffe桜予約先：

momo.u.u.kose.e3e@gmail.com

TEL: 0972-84-9233

7/22

3,000円（魚ランチ付） 

8人

本革キーホルダー作り

open caffe桜 （津久見市四浦1539） 

店舗駐車場をご利用ください

日

9:30-13:30

本格的な革細工の体験ができま

す。自分好みの一品を手作りして

みませんか？

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

8/19 日

open caffe桜予約先：

momo.u.u.kose.e3e@gmail.com

TEL: 0972-84-9233

300円 （体を冷やすハーブティ付き）

つくみ観光盛り上げ隊予約先：

何人でも

Ｉ love 高浜海岸

高浜海水浴場（津久見市四浦6261-99） 

現地駐車場をご利用ください

9:00
-
10:00

サラサラとした砂が一面に広がる

高浜海岸を掃除しませんか。

掃除終了後は、キレイになった海

岸で自由に遊んでください♪

tuppaku@gmail.com

7/21 土

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

8/4

2,500円 （オリジナルＴシャツプレゼント）

5人

ちゃぷちゃぷカヤックで四浦を楽しもう！

荒代海岸 （津久見市四浦551-1） 

現地駐車場をご利用ください

土

13:00
-
14:30

シーカヤックでキレイな四浦の海

を楽しく散策しながら、ハーモニカ

演奏を聞けます。おしゃれなオリジ

ナルＴシャツをプレゼント。

8/11 土

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

あらじろビーチボートハウスクラブ予約先：

matsutakeuo@gmail.com

TEL: 090-3072-4787

大人2,500円 子ども1,000円 （弁当代込み ※船代別途・往復1,720円）

2組（親子限定）

夏休みの自由研究に！島民が教えるかんたん海遊び

保戸島　【集合】 保戸島港船着き場（津久見市保戸島）

現地駐車場に駐車し、連絡船「やま丸」で移動してください。

9:20-16:20

手ぶらで気軽に魚釣りが楽しめま

す！釣り上げた魚で魚拓を作りま

す！釣った魚は、捌いてお土産に

できます。

8/26 日

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

穂門ノ郷予約先：

Hotojima0128@gmail.com 

TEL: 090-7442-9061（メール推奨）

しま 親子

2,000円 （弁当代込み　※船代別途・往復1,720円）

5人

保戸島の絶景を巡るトレッキング

保戸島　【集合】 保戸島港船着き場（津久見市保戸島）

現地駐車場に駐車し、連絡船「やま丸」で移動してください。

9:20-13:45

石鎚山（標高６５ｍ）と、しま山１０

０選の遠見山（１７８．６ｍ）を登る

トレッキングツアーです。山頂でお

弁当を食べましょう。

8/20 月

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

穂門ノ郷予約先：

Hotojima0128@gmail.com 

TEL: 090-7442-9061（メール推奨）

しま

大人2,500円 子ども1,000円 （弁当代込み ※船代別途・往復1,720円）

5人

保戸島の海を丸かじり

保戸島　【集合】 保戸島港船着き場（津久見市保戸島）

現地駐車場に駐車し、連絡船「やま丸」で移動してください。

9:20-16:20

手ぶらで気軽に魚釣りが楽しめま

す！上手な捌き方と美味しい魚料

理もご紹介。お弁当と釣った魚で

お昼ごはんを食べましょう。

8/19 日

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

穂門ノ郷予約先：

Hotojima0128@gmail.com 

TEL: 090-7442-9061（メール推奨）

しま

1,300円 

つくみ観光盛上げ隊予約先：

4組（親子）

てのひらにのる網代島

網代島 （駐車場：津久見市網代1564） 

網代島 地層見学者臨時駐車場をご利用ください

13:00-15:00

地球や宇宙の歴史が詰まってい

る網代島の魅力を学びながら、自

分だけの手乗り網代島ジオラマを

作ってみよう！

raimu_pop12345@yahoo.co.jp

8/18 土

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

親子

1,500円 

つくみのみかん応援団予約先：

5人

ハートのみかんをつくってみよう！

みかん農園 【集合】 つくみん公園 （農園にはご自身の車で移動します）

つくみん公園駐車場をご利用ください

9:00-12:00

型を作って、とってもかわいいハー

ト型のみかんを作ってみませんか？

きれいなハートになるかは収穫まで

のお楽しみ！

tsukuminomikanouendan@gmail.com

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

8/8 水

1,000円（みかんジュース付き）

つくみのみかん応援団予約先：

6人

プロに聞く！みかん教室

みかん農園 【集合】 つくみん公園 （農園にはご自身の車で移動します）

つくみん公園駐車場をご利用ください

9:00-11:00

つくみのみかんはどうしておいしい

の？意外と知らないみかんのアレコ

レを農家さんのお手伝いをしなが

ら聞いてみよう

tsukuminomikanouendan@gmail.com

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

8/1 水

1,000円 （ドリンク付）

10人

鳩浦歴史散歩と夕やけ鑑賞

鳩浦 【集合】 open caffe桜 （津久見市四浦1539） 

店舗駐車場をご利用ください

17:30
-
19:00

伊能忠敬や義経伝説など、鳩浦

にまつわる話を聞きながら楽しく

散歩します。散歩後は、夕陽を見

ながらカフェ時間も。

7/28 土

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

松尾 男生予約先：

matsutakeuo@gmail.com

TEL: 090-7735-5374

8/6

1,500円 （弁当代込み　※船代別途・往復1,720円）

6人

保戸島　【集合】 保戸島港船着き場（津久見市保戸島）

現地駐車場に駐車し、連絡船「やま丸」で移動してください。

月

9:20-13:45

猫好きさん集合！保戸島独特の景

観を楽しみながら、地元民のみが

知る猫スポットを紹介します。猫と

ふれあい撮影会しませんか？

8/8 水 8/10 金 8/22 水 8/27 月

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

穂門ノ郷予約先：

Hotojima0128@gmail.com 

TEL: 090-7442-9061（メール推奨）

猫とふれあう島さんぽしま

8/4

1,780円 （マグロ料理代込み ※船代別途・往復1,720円）

つくみ観光盛り上げ隊予約先：

5人

保戸島  新発見！

保戸島　【集合】 保戸島行きのりば（津久見市中央町760-114）

現地駐車場をご利用ください

土

10:50
-
16:25

保戸島の隠れた魅力探しの旅に

出ます。撮影した写真は、インスタ

を使い、みんなで鑑賞しましょう。

（スマホ撮影も歓迎）

tuppaku@gmail.com

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

しま

1,500円 

6人

ちくちく羊毛フェルトでつくるお寿司

コンテナ２９３号（津久見市港町4142-153）

つくみん公園駐車場をご利用ください

(7/31,8/30)19:00-21:00 / (8/19)10:00-12:00

使うものは羊毛と針だけ。

ちくちくと針で刺していくだけで色

んなものが作れます。今回は、みん

な大好きお寿司を作ります！

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

7/31 火 8/19 日 8/30 木

今村祐美予約先：

yumimam64@gmail.com

TEL: 090-5641-6182

コースター2枚1500円、4枚2500円、鍋敷き（18cm）2500円

5人

タイルアート体験♪

手作り雑貨店ガジュマル （津久見市中央町5-16）

店舗駐車場をご利用ください

10:00-12:00

講師のチェリーブロッサムさんと一

緒に、カラフルなタイルクラフトを

楽しみましょう。作品はコースター

か鍋敷きから選べます。

8/1 水

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

手作り雑貨店ガジュマル予約先：

gajumaru-kijimuna1226@i.softbank.jp

TEL: 090-3072-2373

1,500円 

4人

まが玉つくり

手作り雑貨店ガジュマル （津久見市中央町5-16）

店舗駐車場をご利用ください

10:00-12:00/13:30-15:30

ろう石を削って、まが玉の形を作

っていきます。ネックレスやキーホ

ルダーにできますよ。

子ども～大人まで体験可能です。

8/8 水7/25 水

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

手作り雑貨店ガジュマル予約先：

gajumaru-kijimuna1226@i.softbank.jp

TEL: 090-3072-2373

親子１組　1,500円 

つくみ観光盛り上げ隊予約先：

親子ペア４組

手作りつくみんパンケーキで うちcafé♡

津久見市公民館（津久見市セメント町1-26） 

現地駐車場をご利用ください

10:30-13:00

手作りほかほかパンケーキをつく

みんそっくりにデコレーション！

おいしいドリンクも一緒に♬（卵・

乳・小麦使用します）

tuppaku@gmail.com

7/29 日

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

親子

2,000円 

Billy予約先：

4人

ちくちくぺたぺたつくみんぬいぐるみづくり

コンテナ293号（津久見市港町4142-153）

つくみん公園駐車場をご利用ください

18:00
-
20:00

「つくみん」手乗りサイズのぬいぐ

るみを一緒に作ってみませんか？

親子での参加もできます。お茶と

お菓子付きです。

c.lab.tukumi@gmail.com

7/25 水

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

8/22 水

2,000円 

kaori予約先：

4人

つくみん粘土遊び

コンテナ293号（津久見市港町4142-153）

つくみん公園駐車場をご利用ください

18:00-20:00

樹脂粘土で作った「つくみん」でメ

モスタンド作り。自分だけのメモス

タンドを作ってみませんか？お茶と

お菓子付きです。

c.lab.tukumi@gmail.com

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

7/25 水 8/22 水

1,500円 （ハーブティ付き）

6人

安心！ハーブの虫よけスプレーを作ろう！

コンテナ２９３号（津久見市港町4142-153）

つくみん公園駐車場をご利用ください

10:00-11:30

実例を紹介しながら、無農薬のハ

ーブでティンクチャーを作ります。

夏の必需品の虫よけスプレーも作

りましょう！

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

7/28 土 7/31 火

今村祐美予約先：

yumimam64@gmail.com

TEL: 090-5641-6182

7/23

2,400円 （味噌1kgと発酵スイーツ付） 

4人

ぷくぷく味噌仕込みワークショップ

MI SO BA （津久見市徳浦本町9-16） 

店舗駐車場をご利用ください

月

(7/23,7/27,8/3)13:30-15:00   (7/23,7/24,8/2)18:30-20:00

世界に唯一の味噌を作ります。

２週間で食べられるから、夏休み

の自由研究にピッタリ！

親子での参加も歓迎。

7/27 金 8/2 木 8/3 金

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

7/24 火

MI SO BA予約先：

info@misoba.jp

TEL: 0972-77-5118

1,500円 

5人

はじめての糸紡ぎ「綿から糸へ」

笑顔ノ実（津久見市中央町21-13）

津久見駅前駐車場（有料）をご利用ください

13:00-16:00

綿の実から種とり→綿ほぐし→手

紡ぎまでの手仕事体験でまったり

時間を楽しもう

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

7/29 日

笑顔ノ実予約先：

egaonomi@yahoo.co.jp

TEL: 0972-82-7085

1,500円 (楽器付き) 

つくみ「音楽友の会」 “おととも“予約先：

5人

あなたも おととも？ 一緒に音出ししませんか！

コンテナ293号（津久見市港町4142-153） 

つくみん公園駐車場をご利用ください

14:00-16:00

オカリナ・ハーモニカ・鼻笛は、おと

とものメンバーが楽しんでいる楽

器です。希望する楽器を一緒に練

習しましょう。初心者歓迎！

ototomo293@gmail.com

7/25 水

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

（オカリナ編）8/1 水 （ハーモニカ編）8/8 水 （鼻笛編）

2,000円 

5人

ゆれる、ゆるむ、ボディーワーク

笑顔ノ実（津久見市中央町21-13）

津久見駅前駐車場（有料）をご利用ください

10:00-12:30

親子・夫婦・友だちでできる

超カンタンボディケア講座。

毎日できる疲れない手当を知ろう

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

7/28 土

笑顔ノ実予約先：

egaonomi@yahoo.co.jp

TEL: 0972-82-7085

3,000円 （弁当代込み　※船代別途・往復1,720円）

3人

ロープで作る世界で一つだけのアクセサリー

保戸島　【集合】 保戸島港船着き場（津久見市保戸島）

現地駐車場に駐車し、連絡船「やま丸」で移動してください。

9:20-16:20

現役船乗りがロープワークをレク

チャー。自分だけのアクセサリーを

作りませんか。様々な色や種類の

ロープを選べます。

8/24 金

時　間

開催日

定　員

参加費

駐車場

会   場

穂門ノ郷予約先：

Hotojima0128@gmail.com 

TEL: 090-7442-9061（メール推奨）

しま

津っぱくとは？ 参 加 方 法

参加するプログラムを見つける

「予約先」に申し込む

当日会場に向かう

以下のプログラムから参加してみたいプログラムに申込みます。

（開催日の2日前までにお申し込みください。）

メール・お電話で申し込みます。その際に「参加プログラム」

「お名前」「参加人数」「お電話番号」をご連絡ください。

（折り返し、注意事項や持ち物・服装などをご連絡することがあります。）

会場へは電車・車・連絡船などで直接、向かってください。

駐車場は各会場の近隣のものをお使いください。

1

2

3

まなぶ

あそぶ

つくる

つくる

やすらぐ

あるく

くらす

つくみん

大分県の小さなまち、つくみ。 

風光明媚なリアス海岸、日本有数の石灰石・セメント産業、 

おいしい魚とみかんで知られています。 

そんな、つくみの暮らしや、 

津久見が好きな人々（や猫）と 

のんびりふれあう小さな旅を集めました。 

今だけ、ここだけ、あなただけ。 

そんな旅と出会ってみませんか？ 


