
つくみ「音楽友の会」“おととも”

おととも

「オカリナを楽しむ会」
オカリナはだれにでも気軽に簡単に演奏でき

て、ポケットにいれてどこにでももっていける

楽器です。「何か楽器を始めたい！」とお考え

の方はオカリナはいかがですか。 楽器のない

方は会で準備できますので、ご相談ください。

ototomo293@gmail.com

案内人＆
お申込み

500円 2～3人

コンテナ293号

14:00-15:009/2(水)

090-7386-4835

つくみん公園駐車場をご利用ください

コンテナ293号（津久見市港町4142-153）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

NPO法人まちづくりツクミツクリタイ

ド素人による

パソコン教室
プレゼン資料やちょっとした宣伝チラシなどを

作成する時、基礎知識が少しあるだけで、全

然出来栄えが違ってきます。いろんな機能を

使えるようになれば作るのも楽しくなりますよ！

（パソコンはご持参ください。）

tsukumitsukuritai@gmail.com

案内人＆
お申込み

600円 5人

宮本共有会館　Cafe1/2

①19:00-21:00 ②13:00-15:00

①8/11(火) ②8/22(土)

090-5734-1727

施設駐車場をご利用ください

宮本共有会館　Cafe1/2（津久見市中央町6-15）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

つくみ竹サークル

竹で作る

フェイスシールド！

コロナ渦で不足していたフェイスシールドを良

質な大分県産の真竹の骨組みで製作します。

つくみ竹サークルは、津久見市出身の竹藝家

こじまちからを講師に迎え、大分県芸能の竹工

芸でものづくりをしているサークルです。

ckr4003@gmail.com

案内人＆
お申込み

3,000円 6人

宮本共有会館　Cafe1/2

①13:00-15:00  ② 【オンライン】 19:00-21:00

①8/20(木)  ②

080-3909-3229

施設駐車場をご利用ください

宮本共有会館　Cafe1/2（津久見市中央町6-15）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

������ 8/12(水)

フローリスト高野　植田志ほ

アロマリウムを作ろう

新しくなった店内で楽しくおしゃべりしながら

アロマリウムを作りませんか？30分ぐらいで作

れるので、夏の親子のふれあいタイムに…。

もちろん、お一人様での参加もOKです！！

案内人＆
お申込み

2,000円 5人

フローリスト高野

10:30-11:00

8/29(土)

0972-82-7777

店舗駐車場をご利用ください

フローリスト高野（津久見市中央町24-14）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

みそソムリエ　美園糀 薫

日本初？
MY麹造りワークショップ

手には人それぞれ固有の常在菌が住んでいます。

その常在菌を麹菌とともに育て、自分だけのオリジ

ナル麹を仕込みます。味噌仕込みは比較的いつで

もどこでも体験できますが、麹仕込みはめったに体

験できるものではありません。この機会にぜひ体験

してみてください。

info@misoba.jp

案内人＆
お申込み

4,800円（仕込んだ2kgの米麹は、後日持ち帰り）

8人

MI SO BA

13:30-15:00／15:30-17:008/8(土)

0972-77-5118

店舗駐車場をご利用ください

MI SO BA（津久見市徳浦本町9-16）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費

定員

masuyaworks

ハンドドリップで

おいしいコーヒーを

淹れてみよう

コーヒー今までの淹れ方で大丈夫？ハンドド

リップで美味しいコーヒーを淹れてみません

か？美味しいお菓子と一緒にコーヒーブレイ

クしましょう！

inoue@masuyaworks.com

案内人＆
お申込み

2,000円（コーヒー豆のお土産、お菓子付）

6人

コンテナ293号

13:00-15:008/30(日)

090-5084-1438

つくみん公園駐車場をご利用ください

コンテナ293号（津久見市港町4142-153）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費

定員

つくみ観光盛り上げ隊

I love 網代島

2億4千万年前の宇宙塵が眠る神秘の島「網

代島」にも、世界各地で大きな問題となって

いる海洋プラスチックごみが大量に漂着し、

景観や自然環境を台無しにしています。そん

な網代島のごみ拾いを行います。

atatsuya2222@gmail.com

案内人＆
お申込み

300円 10人

網代島（津久見市網代1564）

9:00-10:008/29(土)

090-1163-0942

日代中学校網代島地層見学者臨時駐車場をご利用ください

日代中学校網代島地層見学者臨時駐車場

（津久見市大字網代1535番地の2）

TEL:

【集合場所】
会場

日時

参加費 定員

つくみ観光盛り上げ隊

I love 高浜海岸

夏本番！高浜海岸を一緒に掃除しませんか。

掃除終了後は、自分たちでキレイにした海岸

で自由に遊んでください♪掃除道具は用意

しますので、遊び道具だけ用意してください。

na0na0w201309@gmail.com

案内人＆
お申込み

300円 10人

高浜海水浴場

9:00-10:00

8/8(土)、8/22(土)

090-8227-9364

高浜海水浴場駐車場をご利用ください

高浜海水浴場（津久見市大字四浦6261-99）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

あらじろビーチ・ボートハウス・クラブ

シーカヤックと

ドラム缶風呂

安全なカヤック２人乗りで、静かな海を散策

した後、海岸で海を見ながら、ドラム缶風呂

に入ります。（水着着用）

matsutakeuo@gmail.com

案内人＆
お申込み

1,000円 10人

荒代海岸

12:00-16:00

8/8(土)、8/9(日)、8/10(月)

090-7735-5374

駐車場所は案内人の指示に従ってください

荒代海岸（津久見市大字四浦551-1）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

まつだもとこ

めざせすっぴん美肌

ハーブの香りでリラックス！ワイワイ楽しくお

喋りしながらお顔のお手入れをしましょう。

美味しいハーブティーをご用意しています。

moco7856@gmail.com

案内人＆
お申込み

1,500円 3人

コンテナ293号

10:00-12:00

8/9(日)、8/12(水)、8/22(土)、8/28(金)

9/5(土)、9/11(金)、9/16(水)【全7回】

'090-9587-6677

つくみん公園駐車場をご利用ください

コンテナ293号（津久見市港町4142-153）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

oritama

ヨルヨガ ～星空の下～

津久見生まれ津久見育ちです！いくつになっ

ても、心と身体が健康で過ごせたらなーとい

つも考えています♪私にできることがあれば

と思い参加させてもらっています！何かあれ

ばご相談ください♪（ヨガマット、タオル、水分

は各自ご用意ください。）

khoikhoi.jyaijyai@gmail.com

案内人＆
お申込み

500円（ヨガマットレンタル：別途200円）

15人

つくみん公園

19:30-20:30

8/12(水)、8/21(金)、8/27(木)

'080-9547-3455

つくみん公園駐車場をご利用ください

つくみん公園ステージ（津久見市港町4142-153）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費

定員

アロマの時間 じゃすみん

持ち歩ける！
ボディーパウダー(精油入り)

作りませんか？

汗や臭いが気になる季節、植物の天然の香

りのする優しいボディーパウダー作ってみま

せんか？簡単にできます。

jasmine87aroma@gmail.com

案内人＆
お申込み

1,000円 2人

コンテナ293号

10:00-10:30、11:00-11:30、13:00-13:30、14:00-14:30

8/23(日)

090-8919-5512

つくみん公園駐車場をご利用ください

コンテナ293号（津久見市港町4142-153）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

いまむらゆみ

糸紡ぎと

プチ織り体験

つくみで育った綿をスピンドルという道具で

糸に紡ぎます。できた糸でコースターを織っ

てお持ち帰りいただきます。

yumimam64@gmail.com

案内人＆
お申込み

1,500円 4人

コンテナ293号

①10:00-12:00 ②19:00-21:00

①8/19(水)、9/2(水)、9/5(土)

②8/19(水)、8/25(火)
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つくみん公園駐車場をご利用ください

コンテナ293号（津久見市港町4142-153）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

手作り雑貨店ガジュマル

お気に入りの

リボンゴムで

毎日をハッピーに♡

好きなリボンを選んでヘアゴムを作りません

か？？ツインテール用（２個）かポニーテール

用（１個）が選べます。

gajumaru-kijimuna1226@i.softbank.jp

案内人＆
お申込み

500円 2人

手作り雑貨店ガジュマル

10:30-11:30

8/12(水)、8/18(火)、8/21(金)

090-3072-2373

店舗駐車場をご利用ください

手作り雑貨店ガジュマル（津久見市中央町5-16）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

Billy

涼風でふわっと広がる

スカート作り

ご自身の体のサイズに合わせたコットンリネンの

ゴムスカート作りをします。ミシンを使用しますの

で小学生以下のご参加は、保護者同伴でお願

いします。※10日前までにご予約いただければ

希望の色が選べます。

harukabilly@gmail.com

案内人＆
お申込み

ひざ丈3,500円、くるぶし丈4,000円

1人

コンテナ293号

①10:00-11:30/11:30-13:00/13:00-14:30/14:30-16:00

②10:00-11:30/11:30-13:00

①8/22(土) ②8/23(日)

090-8289-8680

つくみん公園駐車場をご利用ください

コンテナ293号（津久見市港町4142-153）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費

定員

津久見市地域おこし協力隊　石橋みあこ

花火をもっと身近に感じよう！

花火玉作り親子体験
≪小学生以上の親子対象≫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）と一緒に花火玉（レプリカ）

を作る体験をします。花火玉は火薬の入ってない玉皮に紙

を貼りつける最後の仕上げを体験！作った玉は夏休みの

思い出として、また宿題の工作としてお持ち帰り！花火の中

身や花火の見え方のおはなし会もあります。花火をもっと好

きになって花火博士になろう！

gogo.bashiko@gmail.com

案内人＆
お申込み

3,000円 ※お子様1人追加ごとに+1,000円

5組10人程度（小学生以上の親子限定）

音羽旅館

14:00-15:008/11(火)

080-7036-1941

津久見駅前駐車場（有料）をご利用ください

音羽旅館（津久見市中央町3-19）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費

定員

津久見市観光協会

レジンで作ろう☆

流れ星のかけら
UVレジンで流れ星のかけらをイメージした

キーホルダー作りを開催します！型は星や水

晶をはじめ、イルカなどの動物型から好きな

型をチョイス。出来上がり後はすぐに持ち帰

りOK。

info@tsukumiryoku.com

案内人＆
お申込み

1,000円

1人（小学生以上なら誰でもOK ※低学年は要保護者同伴）

インフォメーションセンター２階会議室

10:00-12:008/13(木)、8/20(木)

0972-82-9521

津久見駅前駐車場（有料）をご利用ください

津久見市観光協会（津久見市中央町1-30）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費

定員

手作り雑貨店ガジュマル

フラワードール愛花ちゃん

講師にle・lienさんを呼んでフラワードール愛

花ちゃんを作ります。好きなプリザーブドフラ

ワーを選んで髪の毛を作り、可愛い顔を書

いて世界に１つだけの愛花ちゃんを一緒に

作ってみませんか？大人から子どもまで作る

ことができます。

gajumaru-kijimuna1226@i.softbank.jp

案内人＆
お申込み

小1,300円、中1,800円、大2,300円

4人

手作り雑貨店ガジュマル

10:30-11:30／13:30-14:30

8/20(木)、9/5(土)

090-3072-2373

店舗駐車場をご利用ください

手作り雑貨店ガジュマル（津久見市中央町5-16）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費

定員

C-Lab.TSUKUMI

スナックの扉を開こう

津久見のスナック５軒を飲み歩きます。１軒

の滞在時間は15分、１軒で飲めるのは１杯

限り！飲んでは津久見のまちを歩いて酔い

ちくれましょう！

c.lab.tukumi@gmail.com

案内人＆
お申込み

3,000円 5人

津久見駅前のスナック店

19:00-20:45

8/22(土)、9/16(水)

090-5734-1727

津久見駅前駐車場（※飲酒運転厳禁）をご利用ください

津久見駅前の電話ボックス

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費 定員

つくみ観光盛り上げ隊

津っぱく-season6Re-

クロージングパーティー

＠Cafe1/2

津っぱくの出展者さんや参加してみたい方、興味がある方など

が集まり、みんなで津っぱくの感想やこれからについて、語り合

います。津久見の美味しいテイクアウト料理を食べながら、みん

なで楽しい時間を過ごしましょう！（どなたでも参加できます）

ganchan9304@gmail.com

案内人＆
お申込み

2,000円（テイクアウト料理・ワンドリンク付）
※追加飲み物は別途料金

15人

宮本共有会館　Cafe1/2

18:00-9/21(月)

090-8392-4506

周辺駐車場（※飲酒運転厳禁）をご利用ください

宮本共有会館　Cafe1/2（津久見市中央町6-15）

TEL:

【集合場所】会場

日時

参加費

定員

津っぱくとは？
参加するには

風光明媚なリアスの岸べ

白く輝く石灰の山

海風がはこぶ　みかんのかおりと

ゆったりさざめく　いつもの暮らし

幸せ時間をおすそわけ

今だけ　ここだけ　あなただけ

暮らすように　つくみ旅

予約先 に申し込む

当日会場に向かう／オンラインで参加する

会場へは電車・車・連絡船などで直接、向かってください。駐車場は指定があります。

参加するプログラムを見つける

各プログラムの申し込み先はウェブサイトでも確認できます

メールまたは、お電話で以下の内容をご連絡ください。

（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/開催日の2日前までにお申し込みください）

参加プログラム/ご希望の日時/お名前/参加人数/お電話番号

かがやく

まとう

おしゃれ

たのしむ

まなぶ

よるまち

きらきら

ONLINE

ここに載っているもの以外にも

たくさんのプログラムが

（オンラインでも）開催されます。

詳しくは、
公式サイトを
ご覧ください。

同時開催

はじめます！


