
MI SO BA

麹腸活クッキング

旬の食材と本物の調味料を

使った腸を元氣にする料理

教室。

クッキングのあとはみんなで

楽しくランチタイム！

info@misoba.jp
案内人＆

お申込み

3,800円（昼食代込み）

6人

徳浦公民館
（津久見市合ノ元町10-41）

9:30-12:00開催日時 3/4（月）

参加費

定員

会場

TEL:0972-77-5118

【駐車場】 施設駐車場をご利用ください

味噌ソムリエ ： 御園糀 薫

あっというまに
1年分の手前味噌仕込み！

自宅で５ｋｇの味噌を仕込む

のは大変。でもこのワークだと

あっという間。

都合の良い時間に来て、自分

の分を仕込んだら帰れるのも

魅力です。

info@misoba.jp
案内人＆

お申込み

5,800円（仕込んだ５ｋｇの味噌は持ち帰り）

8人

MI SO BA
（津久見市徳浦本町9-16）

15:00-21:00
開催日時

2/25（月）

参加費

定員

会場

TEL:0972-77-5118

【駐車場】

（仕込み時間は1人約30分）

店舗駐車場をご利用ください

bloom

ハーバリウム体験を
してみよう♪

ハーバリウムとは“植物標本”

という意味です。瓶の中に自

分らしい世界を表現し閉じ込

めてみませんか？

jiji021743@gmail.com
案内人＆

お申込み

2,000円

2人

コンテナ293号
（津久見市港町4142-153）

14:00-14:30
開催日時

2/24（日）、3/3（日）、3/10（日）、3/17（日）

参加費

定員

会場

050-5438-2631（１９時以降連絡可）

【駐車場】 つくみん公園駐車場をご利用ください

つくみ観光盛り上げ隊

Ｉ love 河津桜

河津桜が咲き乱れ、見物客が

多く訪れる四浦半島のゴミ拾

いをしませんか。

掃除終了後、希望者には河

津桜見物や海鮮焼き会場も

案内します。（料金別途）

na0na0w201309@gmail.com
案内人＆

お申込み

300円

10人

越智小学校
（津久見市大字四浦5903-5）

9:00-10:00開催日時 2/23（土）

参加費

定員

会場

TEL:090-8227-9364

【駐車場】 越智小学校駐車場をご利用ください

今村祐美

河津桜でつくる
桜の花の塩漬け

通常、八重桜でつくることの

多い桜の花の塩漬けですが、

河津桜でもつくれます！

お祝いごとにかかせない桜の

花の塩漬けを自分で作ってみ

ましょう。

桜湯以外の使い方もお知ら

せします。

yumimam64@gmail.com
案内人＆

お申込み

1,500円

5人

コンテナ293号
（津久見市港町4142-153）

12:00-14:00開催日時 3/3（日）

参加費

定員

会場

TEL:090-5641-6182

【駐車場】 つくみん公園駐車場をご利用ください

今村祐美

スマホ限定！
河津桜を楽しむ撮影会

スマホのカメラで気軽に河津

桜の撮影をしましょう。

同じ場所で撮ってもみんな違

う写真になってとても楽しい

ですよ。インスタグラムのハッ

シュタグを使ってワイワイ楽し

みましょう！

yumimam64@gmail.com
案内人＆

お申込み

500円

10人

津久見市青少年研修センター
（津久見市大字四浦5903-5）

10:00-12:00開催日時 2/23（土）

参加費

定員

会場

TEL:090-5641-6182

【駐車場】 越智小学校駐車場をご利用ください

フローリスト高野

「モスビー」を作ろう

今、大人気の「モスビー君」オ

リジナルモスビーを作りません

か。色々作れますので、お気

軽にご参加ください。ちびっこ

も作れますよー！

takano87@vega.ocn.ne.jp
案内人＆

お申込み

小1,200円/大1,700円

10人

コンテナ293号
（津久見市港町4142-153）

14:00-15:30
開催日時

3/8（金）

参加費

定員

会場

TEL:0972-82-7777

【駐車場】

3/9（土）

つくみん公園駐車場をご利用ください

19:00-20:30

津久見竹工芸サークル 竹藝家こじまちから

竹で編む！六角形の世界

津久見竹工芸サークルのメン

バーさんと一緒に初めてでも

楽しめる簡単なワークショップ

を企画しています。今回は伝

統的な竹の編み方「六つ目編

み」に挑戦！場合によっては

別の編み目も！

ckr4003@gmail.com
案内人＆

お申込み

1,500円

10人

宮本共有会館　Ｃａｆｅ1/2
（津久見市中央町6-15）

13:00-15:00開催日時 2/28（木）

参加費

定員

会場

TEL:080-3909-3229

【駐車場】 つくみん公園駐車場をご利用ください

穂門ノ郷

保戸島の隠れた名品
飯もちを作ろう！！

知る人ぞ知る保戸島飯もち！

この隠れた名品を島民が講

師となり一緒に作って食べま

しょう。

少し「島さんぽ」もしましょ！

shimada-m6@outlook.com
案内人＆

お申込み

3,000円（弁当・お土産付き、往復船代は別）

10人

保戸島
（集合場所：保戸島港やま丸発着場）

9:10-13:45開催日時 3/9（土）

参加費

定員

会場

TEL:090-4475-4699

【駐車場】 やま丸発着場駐車場をご利用ください

松尾男生

２０１９年だから
ラグビーで盛り上がろう！

ラグビーのルールや試合観戦

の楽しみ方が分かると何倍も

楽しめます。ラグビー歴４０年

のラグビー大好きおじさんが、

初心者には分かりやすく、マ

ニアには他では聞けないディ

ープな話をします。ラグビー人

形もプレゼント。

matsutakeuo@gmail.com
案内人＆

お申込み

2,000円（ソフトクリーム付き）

10人

つくみマルシェ
（津久見市大字四浦2218-10）

13:00-15:00開催日時 3/23（土）

参加費

定員

会場

TEL:090-7735-5374

【駐車場】 つくみイルカ島駐車場をご利用ください

龍琳会

尺八体験会

尺八の吹き方を習い簡単な

曲を吹いてみましょう。

初心者でも吹けるよう工夫し

ています。

idogawa2036@gmail.com
案内人＆

お申込み

300円

3人

津久見市公民館
（津久見市セメント町1-26）

10:00-12:00開催日時 2/24（日）、3/10（日）

参加費

定員

会場

TEL:090-5944-5730

【駐車場】 施設駐車場をご利用ください

ＴＦＥＳ津久見花火師協会

花火師に聞く！
花火のあれこれ＆花火打ち上げ体験

津久見の花火大会の打ち上

げをしている花火師（生島煙

火）が花火について色 な々話

をします。話を聞いた後は、設

置から打ち上げまでを体験で

きます。

※花火師の資格が無い方は

見学のみ

tatsu.endou@gmail.com
案内人＆

お申込み

500円

20人

津久見商工会議所３Ｆ＆津久見港
（津久見市港町1-21）

17:30-19:00開催日時 3/13（水）

参加費

定員

会場

TEL:090-1087-4685

【駐車場】津久見商工会議所・つくみん公園駐車場をご利用ください

編み部

何ができるかな？
モチーフ編みに挑戦！

はじめてさんでも大丈夫！か

わいいモチーフ編みをおしゃ

べりしながら始めませんか？

経験者ももちろんＯＫ。つなげ

ていくと何かができるかも？

ek210knit@yahoo.co.jp
案内人＆

お申込み

1,500円

5人

コンテナ293号
（津久見市港町4142-153）

10:00-12:00
開催日時

2/26（火）

参加費

定員

会場

TEL:090-1516-0770

【駐車場】 つくみん公園駐車場をご利用ください

3/4（月）19:00-21:00

かおなしまちす

海のどうぶつ似顔絵

かわいい海のどうぶつ、

『海獣』をアレンジして似顔絵

を描きます。

飛び込み参加もOK！

m9sh-hea5@docomo.ne.jp
案内人＆

お申込み

1,000円

何人でも

つくみマルシェ
（津久見市大字四浦2218-10）

参加費

定員

会場

TEL:090-9588-3871

【駐車場】

10:00-16:00開催日時 3/7（木）

つくみイルカ島駐車場をご利用ください

つくみ観光盛り上げ隊

石カフェ

鉱物やアンモナイトの化石な

ど、地球のお宝に囲まれてお

茶しませんか？網代島の石や

石灰岩など貴重な津久見の

資源も展示します。お気に入

りの石持ち込み大歓迎！

飛び込み参加もOKです！

raimu_pop12345@yahoo.co.jp

案内人＆

お申込み

500円（飲み物つき）

20人

コンテナ293号
（津久見市港町4142-153）

10:00-17:00
開催日時

3/10（日）

参加費

定員

会場

【駐車場】 つくみん公園駐車場をご利用ください

（※ご予約はこのうち1時間単位でご連絡ください）

津っぱくとは？ 参 加 す る に は

大分県の小さなまち、津久見。 

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、 津久見が好きな人々が

好きな景色を案内するのんびり旅や、

くらしの体験を集めました。 

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？ 

メールまたは、お電話で申し込みください。

「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。

予約先 に申し込む2

当日会場に向かう

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。

3

参加するプログラムを見つける

参加してみたいプログラムをみつけます。

（開催日の2日前までにお申し込みください。）

1

（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。）

各プログラムの申し込みページを確認できます▶

つくるうるおう

さくら なかま

ゆったり


