
 

 

 

 

 

 

 

 (1)市からの連絡事項について 

 

 ①高齢者デジタルコミュニケーション支援事業について 

                               （10月 1日隣組回覧） 

②令和 4年度赤い羽根共同募金運動への協力依頼について 

                               （10月 1日全戸配布） 

③「第 35回 I LOVE遠賀川」開催案内について 

                               （10月 1日隣組回覧） 

④みんなの健康・福祉のつどい 2022について 

                                 （10月 1日全戸配布） 

⑤創業セミナーについて 

                                  （10月 1日隣組回覧） 

⑥第 18回 得する街のゼミナール「いいづかまちゼミ」について 

                                 （10月 1日隣組回覧） 



高齢者のスマートフォン
タブレット デビュー

飯塚市が応援します!!

○飯塚市内に住民票がある65歳以上の方
（昭和33年4月1日以前に生まれた方）で市民税の滞納がない方

○令和4年9月1日以降、市が指定する店舗で、初めてスマホやタブレットを購入し、
通信契約を行う方 ※フィーチャーフォン（ガラケー）からの乗り換えも対象

○市が指定するデジタル端末活用のための講座を受講された方

○市SNSと福岡県防災メールまもるくんの登録にご協力いただける方

対象者(以下の条件を全て満たす方が対象となります。)

令和4年9月1日～令和5年3月31日

※予算が無くなり次第終了となります。

申請期間

1人あたり 3万円
※端末購入費や購入後の費用を助成

助成金額

○市が指定する店舗(裏面参照)で、スマホやタブレットを購入し、
通信契約をします。

○スマホやタブレットを購入した店舗(市が指定する店舗)で開催される
市が指定するデジタル端末活用のための講座を受講します。

○市SNSと福岡県防災メールまもるくんの登録を行います。

○補助金を申請します。

申請の流れ

○基本操作、電話・カメラ・インターネットの使い方

○アプリのインストール方法と活用方法

○市SNSや福岡県防災メールまもるくんの登録とその活用方法

講座の内容(詳細は、市が指定する店舗にご確認ください。)

ウラ面に続く。



市が指定する店舗

☎ 0948-22-5500(内線1142～1143)
E-Mail：koureikaigo@city.iizuka.lg.jp

事業のお問合せ先

飯塚市 福祉部

高齢介護課 高齢者支援係

ドコモショップ飯塚店 飯塚市片島3-16-15 ☎0948-21-3311

ドコモショップ穂波店 飯塚市忠隈452-1 ☎0948-21-6868

auショップ飯塚川津 飯塚市川津271-2 ☎0948-26-9830

auショップ柏の森 飯塚市柏の森8-5 ☎0948-25-7332

auショップ若菜 飯塚市若菜259-9 ☎0948-25-3363

災害時の情報収集は、テレビやラジオ、防災行政無線
など様々な方法で行いますが、停電した時などにおいても
情報収集ができる携帯電話の活用が重要となります。

今回の補助申請においては、飯塚市のSNS(ソーシャル・
ネットワーク・サービス) と県が運営する防災メールまもるくん
の登録を補助申請の条件としています。

スマホやタブレットのアプリで下記のQRコードを読み取ると、簡単に登録をすることができ
ますので、災害に対する備えとして、本補助金を活用してスマホやタブレットの新規取得
についてご検討ください。

災害時の情報収集に役立つモバイルツール

ＬＩＮＥ Twitter Facebook 防災メールまもるくん

mailto:koureikaigo@city.iizuka.lg.jp






 

第 3５回   I LOVE 遠賀川 

  

遠賀川は、わたし達の命の水です。美しく豊かな自然が永遠の資源で

あり、大切な財産です。遠賀川を愛するこの活動も、台風、そして新型
コロナウィルスの感染拡大によって、3年間止む無く中止となりました。    

これまで 30 年以上続けてきたこの活動を、今年は、是非とも、市民

の皆様のご協力で開催したいと考えています。 
そして、皆様と一緒に「遠賀川」について、感じ、学び、考えるきっ

かけになればと考えています。 

皆様にはご理解、ご協力をいただき、そしてぜひとも清掃活動にご参
加くださいますようお願いいたします。 

                                                                       

10 月 9 日【日】10 時～11 時（小雨決行） 

＊ 9 時 40 分までに あいタウン前河川敷に集合ください。 

＊ 開会式 9 時 50 分 清掃作業 10 時～１１時まで 

     開会式も簡略して開催します 

＊ 雨天の場合は中止 

                                                                                  

イベント中止のお知らせ 

 

 

 

新型コロナウィルスの感染が継続していますが、感染対策を講じた上で、【今、できること】として、 

「I LOVE 遠賀川」を開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催：第 3５回【令和４年】I LOVE 遠賀川実行委員会 

後 援：飯塚市・国土交通省遠賀川河川事務所・福岡県飯塚県土整備事務所 

問合先：飯塚市環境整備課 Tel）22-5500 内線 1655 Fax）21-2066 

回 覧 

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため 

例年開催していますイベントは、中止させていただきます。 

【参加者の皆様へのお願い】 

   ・体調の悪い方、発熱中の方は参加をお控えください。 

   ・活動前後の手指消毒を行ってください (会場にアルコール消毒液を準備いたします) 

   ・マスク着用の上での参加をお願いします。 

   ・参加者間の距離を確保してください。 

   ・活動中の会話はお控えください。 

 

※今後のコロナウイルス感染状況により中止になる可能性があります 







時 間

2022年11月9日(水)

裏面申込書にご記入のうえ、当会議所へ
10月28日(金)までにお申し込み下さい。

会　場

講　師

対象者

定　員

申込方法

飯塚商工会議所
飯塚市吉原町6-12

中小企業診断士 加藤 圭示 氏

20名（先着順） 受講料 無料

創業に興味のある方・創業を目指している方
または創業後間もない方

★このセミナーは、「飯塚市創業支援事業計画特定創業支援事業」の対象です！

1 株式会社を設立する際の登録免許税が軽減されます。
　 （資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円）
2 創業融資を受ける際の公的な保証として利用できます。

セミナー受講後、2日以上個別相談会に参加された方には、当所より修了証を発行します。
その後、飯塚市の証明書の発行により下記通り、特典（国の支援）が受けられます。

※お問い合わせは、
飯塚商工会議所経営相談課 TEL.0948-22-1007 FAX.0948-22-0007

創業創業
セミナーセミナー

伴走型小規模事業者支援推進事業伴走型小規模事業者支援推進事業

10：00～16：00

11月25日（金）／29日（火）／12月1日（木）
※受講後の希望者対象個別相談会日時（セミナー当日、ご希望をお尋ねします）

時間13：30～16：30
創業の魅力と実際
経営者のやりがい・喜び、創業者の生存率

10：00
～10：301

創業と商品･サービス
お客様のイメージは？差別化は？お客様にどう
やって知ってもらう？

10：30
～11：302

創業と人
人材確保と人材教育

11：30
～12：003

創業とお金
会計の基礎知識、利益計画の立て方、損益分岐点、創業
融資を受けるには、補助金の活用、プチ創業という創業

13：00
～14：304

創業計画書の作成
創業融資用の様式を利用した計画書作成

14：30
～16：005

カリキュラム▼

尚、こちらのお問合わせは、
飯塚市商工会 TEL0948-22-5382

令和5年1月中旬～下旬  10:00~16:00

開催場所：飯塚市商工会 庄内支所
セミナー終了後、個別相談会開催

飯塚市商工会(特定創業支援事業機関)でも、
「創業セミナー・個別相談会」を開催予定です。

飯塚市内
では



※本受講申込書にて頂いた個人情報は、会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、
　セミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。

『創業セミナー』受講申込書　飯塚商工会議所　FAX：0948-22-0007

［申し込み方法］

☆下記に必要事項とチェック「　」をご記入ください。

お名前（ふりがな）

性別様 男　・　女

ご住所（〒　　　　　－　　　　　）

生年月日

開業時期

創業時の事業形態

創業セミナーを知った経緯
（複数回答可）

※現時点での受講後の個別相談会希望の有無、その他ご質問や連絡事項等ございましたらご記入ください。

開業（予定）業種での勤務経験　　（開業予定者のみ）

開業（予定）業種

現在の職業

　　　　　年　　　　月　　　　日

電話（連絡がとれるもの）

FAX

E-mail

開業の計画について

□開業計画済　　□開業計画中
□既に開業済　　□その他（　　　　　　　）

□　　　年　　月予定　　　　□未定

□個人　　　　　□㈱等の法人 □ない　　　　　□ある（　　　　　　年間）

□当所会報　 □当所HP　 □回覧板　 □新聞広告　 □PRチラシ　 □フリーぺーパー（　　　　　 ）
□紹介（紹介者：　　　　　　　　　　） 　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

下記の申し込み書にご記入の上、FAX(0948-22-0007)、もしくは、E-mail(info@iizuka-cci.org)にてお申込み下さい。
また、申込書は当所ホームページからもダウンロードできます。　https://www.iizuka-cci.org

2014年2月に独立し、中小企業診断士事務所として「きづきの」を設
立。独立以来、様々な業種の中小企業に対して、経営計画の作成や実
行の支援、IT活用の支援、補助金申請のサポート等を行う。
2016年～2020年の5年間は、筑豊地域中小企業支援協議会（福岡
県飯塚中小企業振興事務所）にて経営革新計画策定指導員も務め、
筑豊地域にて100件以上の経営革新計画の作成を支援した。対話を
軸とした、経営者に寄り添った支援で成果をあげている。2022年8月
からは自身でコワーキングスペースの経営にも挑戦中。

講 師

経 歴

〒813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目18番35号プリンスⅡ204号室
きづきの　代表（中小企業診断士）

KATOU KEIJI加 藤  圭 示
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●こども
●たべる

●つくる
●まなぶ

●きれい・健康

こちらのマークが付いている講座
はお子様を対象としています。
※保護者同伴

●定員になり次第、締切らせていただきます。
●お申込みは、明記されている受付時間内にお願いいたします。
●申込み初日は、申込みが集中し電話に出られない場合があります。
●受講対象者が限定されている講座もあります。ご了承ください。
●各講座ともに、申込みの際に受講時の持ち物をご確認ください。
●安心して受講いただく為に、お店からの販売・勧誘はありません。

主催：飯塚市商店街連合会
　　　飯塚商工会議所
後援：飯塚市

主催：飯塚市商店街連合会
　　　飯塚商工会議所
後援：飯塚市

「まちゼミの申込みです」
とお電話ください!

完全予約制

まちゼミ参加店は、
新型コロナウイルス
感染防止対策をしています

●参加時のマスク着用
●次の項目に該当される場合は、参加をお控えください
  ●発熱（37．5℃以上）している
  ●咳・咽頭痛又は倦怠感、味覚障害等の自覚症状がある

ご参加にあたってのお願い

お申込みは各店へ!!お申込みは各店へ!!

※写真は第17回いいづかまちゼミの様子です。

飯塚市役所

飯塚
信用金庫

飯塚病院

飯塚市
歴史資料館

麻生大浦邸

明星保育園

筑豊葬祭

ASO

新飯塚駅

やじろべえ

チラシの内容を
よくご覧になっ
て、講座をお選び
ください。

選ぶ1

受けたい講座のお店
へ直接お電話で
「まちゼミの申込み
です」とお伝え
ください。

電話2

新飯塚・柏の森・菰田
開催店マップ

10/13
第18回

開催期間 2023年

2010/ 11/20木 日

木

いいづかまちゼミいいづかまちゼミ

お店の人が講師になる！
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飯塚図書館
コミュニティ
センター

飯塚
コスモスコモン

東
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学生服のタナカ

お申込みの手順

特 別 企 画 スタンプラリー

受講料無料

873

5

9

42 43

P

P

マスク着用 手指消毒
屋内の

常時換気の徹底

会場の
定期的な
消毒など

全46講
座

14

西町
開催店マップ

勝盛公園

明治町入口

景品受取
方法

景品は履物の縄田で交換できます。数量限定（先着順）で無くなり次第終了となります。
交換期間内までにお店へご来店ください。 景品交換期間：２０２２年10月２０日（木）～11月３０日（水）

3,000円のお買物券が当たる！！さらに 抽選で
5名の方に

いいづかまちゼミいいづかまちゼミ

先着80名様まちゼミを3講座受講して店印をもらうと、参加店などで使える

500円のお買物券をプレゼントします！！
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5 IHは使えばわかる
良さがいっぱい!

20 豆本を作ろう

27 インナーチャイルド講座

32 靴選びのコツと歩き方講座

37 ミニ手相講座 1 子どもの見え方
チェックします!
今日から始めよう!
外反母趾にサヨナラを33

11 カキラ -肩こり解消-

34 すぐに役立つ
靴ひもの結び方基本編

3 お子様連れで
フラダンスをおどろう

5 IHは使えばわかる
良さがいっぱい!

7 フラで美しく健康になりませんか

8 お仕事帰りのはじめての
フラダンス教室

32 靴選びのコツと歩き方講座

39 コスモスタンプの上手な
貯め方（裏ワザ）教えます17 クリスマスハーバリウムづくり 3 お子様連れで

フラダンスをおどろう

7 フラで美しく健康になりませんか

33 今日から始めよう!
外反母趾にサヨナラを

12 体スッキリ～!
自分でできる骨格調整

15 こけにくい体作りの
ストレッチ講座

42 30分で分かる、
終活エンディングノート

43 30分で分かる、最新!
家族葬・リビング葬

2 親子でポケモンカード講座

10 家族をいやす
クイックフットマッサージ

32 靴選びのコツと歩き方講座

44 笑顔になるための
心理トレーニング

45 ドローン体験 遊んで学ぼう

6 お米と雑穀のフシギ

8 お仕事帰りのはじめての
フラダンス教室

44 笑顔になるための
心理トレーニング

45 ドローン体験 遊んで学ぼう

5 IHは使えばわかる
良さがいっぱい!

24 眼の疲れをとる体験

25 補聴器の正しい選び方

25 補聴器の正しい選び方

37 ミニ手相講座

15 こけにくい体作りの
ストレッチ講座

25 補聴器の正しい選び方

33 今日から始めよう!
外反母趾にサヨナラを

26 篠笛体験講座　2回コース

27 インナーチャイルド講座

35
お坊さん行政書士

【「お墓」のはなし】

5 IHは使えばわかる
良さがいっぱい!

6 お米と雑穀のフシギ

26 篠笛体験講座　2回コース

24 眼の疲れをとる体験

38 プロフィール写真を撮影しよう！

34 すぐに役立つ
靴ひもの結び方基本編 13 心も体もぽっかぽか!

かんたん竹ふみ講座

15 こけにくい体作りの
ストレッチ講座

23 腰痛改善のためのイス選び

5 IHは使えばわかる
良さがいっぱい!

26 篠笛体験講座　2回コース

27 インナーチャイルド講座

28 免許返納後の
公共交通の上手な使い方

35 お坊さん行政書士
【「お墓」のはなし】

6 お米と雑穀のフシギ

34 すぐに役立つ
靴ひもの結び方基本編

33 26 篠笛体験講座　2回コース18 おしゃれなしめ縄飾りを
つくりましょう

今日から始めよう!
外反母趾にサヨナラを 15 こけにくい体作りの

ストレッチ講座

30 介護施設の選び方
セミナーⅢ+風水

37 ミニ手相講座

38 プロフィール写真を撮影しよう！

2 親子でポケモンカード講座

15 こけにくい体作りの
ストレッチ講座

4 親子でチャレンジ!!
心理トレーニング

15 こけにくい体作りの
ストレッチ講座

17 クリスマス
ハーバリウム作り

30 介護施設の選び方
セミナーⅢ+風水

34 すぐに役立つ靴ひも
の結び方基本編

40「こんなことなの」
衣類の快適機能

42 30分で分かる、
終活エンディングノート

43 30分で分かる、最新!
家族葬・リビング葬

16 天然石のストラップを
つくろう

22 合気道
見学・体験会

23 腰痛改善の
ためのイス選び

27 インナー
チャイルド講座

28 免許返納後の公共
交通の上手な使い方

29 手書きでもPCでも、
魅力的チラシ作成法

35 お坊さん行政書士
【「お墓」のはなし】

15 こけにくい体作りの
ストレッチ講座

16 天然石のストラップを
つくろう

18 おしゃれなしめ縄
飾りをつくりましょう

25 補聴器の
正しい選び方

31 商店街の楽しいイベントは
ヲソラゴンマチから

3 お子様連れでフラダンスをおどろう

10 家族をいやすクイックフットマッサージ

35 お坊さん行政書士
【「お墓」のはなし】

36 さあ、手話でご挨拶
してみましょう！

39 コスモスタンプの上手な
貯め方（裏ワザ）教えます

29 手書きでもPCでも、
魅力的チラシ作成法 41 お洗濯のトラブル

みんなで解決！

15 こけにくい体作りの
ストレッチ講座

31 商店街の楽しいイベントは
ヲソラゴンマチから

32 靴選びのコツと
歩き方講座

36 さあ、手話でご挨拶
してみましょう！

40「こんなことなの」
衣類の快適機能

46 いいしん
年金相談会

15

片島
開催店マップ

●

西鉄
営業所

福岡銀行
飯塚支店

●

JR飯塚駅

㈱えとう

菰田・忠隈
開催店マップ

44 45
4

鯰田
開催店マップ
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●

●
鯰田小

光隆寺

鯰田
こども園

第18回

スタンプラリー
まちゼミを3講座受講して店印をもらうと、先着80名様に

参加店などで使える
500円のお買物券を

プレゼント!!

※お客様からいた
だいた個人情報は

、当選者様への商
品発送及び発送に

関するお問い合せ
のために利用致し

ます。

　なお、個人情報
を当該業務の委託

に必要な範囲で委
託先に提供する場

合や、関係法令に
より認められる場

合を

　除き、お客様の
事前の承諾なく第

三者に提供するこ
とはございません

。

木
水10/20　11/30応募期間 2022年

3,000円のお買物券が当たる！！
さらに抽選

で

5名の方に

〒
必ずご記入くださ

い

フリガナ

（　　　　）　　　  ー

ご
住
所

お
名
前

電
話
番
号

いいづかまちゼミ

お店の人が講師になる
！

得する街のゼミナール
！！

景品交換期間：2022年10月20日（木）～11月30日（水）

お買物券が当たる抽選に応募しよう!!

1講座 CLEAR

2講座 CLEAR

3講座 CLEAR
さらに

景品は『履物の縄田』で交換できます。数量限定（先着順）

※コスモスタンプ事務所または「履物の縄田』にて

まちゼミ1講座毎にスタンプ1個とコスモスタンプ10ポイントが貰えます！

講師 播磨 太郎

所在地／飯塚市本町7-20
☎0948-22-4001 受

休
10：00～18：00
水曜日

こども

1

メガネのサトー本町店

①お子様の見え方チェック
②両目でものを見るトレーニング体験
③子どもの視力、目のしくみの説明
④お子様の目の事で気になっていることがあればご相談下さい。

10/22（土）
❶11：00～12：00
❷12：00～13：00
●会場：メガネのサトー
●対象：親子で参加して下さい
●定員：親子1組づつ

JOAオプトメトリスト・SSS級認定眼鏡士

子どもの見え方チェックします！

まなぶ

40

講師 田中 雄治

所在地／飯塚市飯塚5-33
☎0948-22-0494 受

休
10：00～18：00
水曜日

学生服のタナカ

「こんなことなの?」
衣類の快適機能

抗菌消臭、撥水加工、冷感、ヒート機能などはどういうもの？
楽しい実験を通じて、衣類のいろんな機能を体感しよう。

●会場：学生服のタナカ
●定員：3名
●持ち物：筆記具

10/29（土）
11/12（土）
11：00～12：00

まなぶ
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講師 田中 雄治

所在地／飯塚市飯塚5-33
☎0948-22-0494 受

休
10：00～18：00
水曜日

学生服のタナカ

お洗濯のトラブルみんなで解決！

お洗濯のお悩みQ&A！みんなで解決しよう。
定番のお洗濯Q&A講座です。前回受講できなかった方はご参加ください。

●会場：学生服のタナカ
●定員：3名
●持ち物：筆記具

11/5（土）
11：00～12：00

講師 堤　 考史

所在地／飯塚市菰田西3-17-4 ※本社斎場の隣り
☎0948-22-4591 受

休
9：00～17：00
年中無休

筑豊葬祭 セレモニーヴィラ飯塚

10/29（土）・30（日）
11：00～11：45

まなぶ

43 30分で分かる、
最新！家族葬・リビング葬

ヴィラで過ごす、最新の家族葬施設を見学し、ピアノの生演奏を聴きなが
らリビング葬を体験しませんか？コロナ禍でのお葬式事情や皆さんが最
も知りたい家族葬やリビング葬の費用までわかりやすく説明します。

●会場：筑豊葬祭 セレモニーヴィラ飯塚
(元野木書店前出発or現地集合)

●定員：8名　
●持ち物：筆記用具、スマホ(カメラ)

講師 社会保険労務士

所在地／飯塚市鯰田568-1
☎0948-22-3300 受

休
9：00～15：00
土曜日・日曜日・祝日

飯塚信用金庫鯰田支店

いいしん年金相談会

これから年金を受給される方に、専門の社会保険労務士が、親切・丁寧
にご相談にお応えいたします。（個別相談1名様30分程度）

11/12（土）9：00～16：00
●会場：飯塚信用金庫 鯰田支店
●対象：これから年金を受給される方
　　　　男性62歳～、女性61歳～
　　　　国民年金のみの方65歳～
●定員：10名
●持ち物：ねんきん定期便または年金手帳

まなぶ

46

まなぶ

44

講師 大谷 香里

所在地／飯塚市忠隈105-1
☎0948-22-7890 受

休
8：00～17：00
日曜日・祝日

（株）えとう

笑顔になるための
心理トレーニング

自分の感情をコントロールできれば仕事やプライベートで感じるイラ
イラやストレスから解放されて笑顔になれます。レッツアンガーマネジ
メント。

●会場：（株）えとう
●定員：6名または3組
●持ち物：筆記用具

11/2（水）11：00～12：10
11/3（祝・木）10：30～11：40

10/29（土）・30（日）

まなぶ

42

講師 堤　 考史

所在地／飯塚市菰田西3-17-4 ※本社斎場の隣り
☎0948-22-4591 受

休
9：00～17：00
年中無休

筑豊葬祭 セレモニーヴィラ飯塚

30分で分かる、
終活エンディングノート

子どもに心配かけたくない。終活で今後を楽しく生きるには何を準備
すればいいの？そんなあなたに、最高に書き易いエンディングノートを
プレゼント！一級終活カウンセラーがあなたの心配を安心に変えます。

●会場：筑豊葬祭 セレモニーヴィラ飯塚
(元野木書店前出発or現地集合)

●定員：8名　
●持ち物：筆記用具

10：00～10：45

まなぶ

45

講師 大谷 香里

所在地／飯塚市忠隈105-1

（株）えとう

ドローン体験 遊んで学ぼう

トイドローンを操作して遊んだり、ドローンを飛行させる為のルールを
学んだり、楽しい時間をすごしましょう。

●会場：（株）えとう
●定員：5名または3組
●持ち物：帽子
●費用：500円

11/2（水）・3（祝・木）
13：00～14：30

☎0948-22-7890 受
休
8：00～17：00
日曜日・祝日

こども

2

講師 元野木 正比古

所在地／飯塚市飯塚18-3
☎0948-22-0048 受

休
10：00～17：30
水曜日

元野木書店

親子でポケモンカードの勉強をしてみませんか？家族で遊ぶもよし！
友達と遊ぶもよし！大会で腕試しするもよし！まちゼミ後、大会の見学
や参加も大歓迎！！

11/3（祝・木）・20（日）
●会場：元野木書店
●対象：小学生以上（親子）保護者同伴
●定員：3組

11：00～12：00

親子でポケモンカード講座
こども

3

子どもさん連れでも楽しめるフラダンス。
おむつ交換・授乳・だっこひも・途中退室全てOK。
子育て中のママ達が気がねなく楽しんで頂け息抜きの時間に。

●会場：やじろべえ飯塚店　●定員：6名
●持ち物：飲み物、動きやすい服装

お子様連れで
フラダンスをおどろう

講師 小田 友馨

所在地／飯塚市柏の森516-2
☎080-3183-6862 受

休
10：00～17：00
水曜日

やじろべえ飯塚店

10/26（水）・28（金）

11/5（土）
10：00～11：00

11：00～12：00

倉掛
米穀店

まちゼミ1講座毎にスタンプ1個とコスモスタンプ10ポイントが貰えます！



こども

4

講師 大谷 香里

所在地／飯塚市忠隈105-1
☎0948-22-7890 受

休
8：00～17：00
日曜日・祝日

（株）えとう

10/29（土）
10：30～11：30
●会場：（株）えとう
●対象：子ども6～10歳と大人
●定員：6名または3組
●持ち物：筆記用具
●費用：500円（アンガーマネジメントキッズワークブック）

私達はたくさんの感情を持っていることを学び、その感情を上手に表
現することの大切さを子どもの頃から身につけましょう。

親子でチャレンジ！！
心理トレーニング

食べる

5

九電ネクスト（株）飯塚営業所 講師 杉本・中村・藤井・白土

所在地／飯塚市新飯塚23-32
☎0120-639-454 受

休
9：00～17：00
土曜日・日曜日・祝日

ホームアドバイザー

IHは
使えばわかる良さがいっぱい！

料理を作りながら、最新IHクッキングヒーターを体験いただける講座
です！IHと便利家電を使って楽しく体験できます♫IHが初めての方も
大歓迎です♪

10/20（木）・26（水）
11/1（火）・9（水）・17（木）
11：00～12：30
●会場：九電ネクスト（株）飯塚営業所
●対象：小学生以上　●定員：3名
●持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用具

食べる

6 お米と雑穀のフシギ

倉掛米穀店 講師 倉掛 寛之

所在地／飯塚市飯塚12-20
☎0948-22-7323 受

休
10：00～18：00
日曜日

毎日の食事でのお米と雑穀に関して、栄養的な知識をお伝えします。
食をトータルで考える上での基礎知識が満載です。

11/2（水）・9（水）・18（金）
15：00～15：45

●会場：倉掛米穀店
●定員：3名

きれい

健康
7

講師 小田 友馨

所在地／飯塚市柏の森516-2
☎080-3183-6862 受

休
10：00～17：00
水曜日

やじろべえ飯塚店

フラで美しく健康になりませんか？

姿勢や運動不足が気になりませんか？
カラダとココロが喜ぶフラをおどって心も身体も健康に！
初心者も経験者もお気軽に遊びにきてくださいね。

10/26（水）・28（金）
❶9：30～10：30
❷13：00～14：00
●会場：やじろべえ飯塚店　
●定員：6名
●持ち物：飲み物、動きやすい服装

きれい

健康
8

講師 小田 友馨

所在地／飯塚市柏の森516-2
☎080-3183-6862 受

休
10：00～17：00
水曜日

やじろべえ飯塚店

お仕事帰りのはじめての
フラダンス教室

何かをはじめたい。身体を動かしたい。
肩コリが楽になりたい。仕事以外の仲間や楽しみがほしい。
フラダンスを知るきっかけになればうれしいです。

10/26（水）
11/2（水）
19：30～20：45
●会場：やじろべえ飯塚店
●定員：6名
●持ち物：飲み物、動きやすい服装

きれい

健康
9

講師 脇田 法子

所在地／飯塚市新飯塚17-13
☎090-2859-7923 受

休
10：00～18：00
日曜日

シャンソン化粧品CEサロン'elua-エ・ルア-

オールハンドのエステ体験講座

マスク生活が続くなか、お肌が硬くなっていませんか?オールハンドの
エステでお肌も心もリフレッシュ！60分のエステとメイクで楽しんでく
ださい。

10/20（木）～11/20（日）の期間で
ご都合の良い日時を事前予約にて承ります。
●会場：CEサロン 'elua
●対象：女性のみ
●定員：1名
●費用：2,200円（化粧品材料費）

講師 下田 雅子

所在地／飯塚市本町8-30
☎0948-33-9446 受

休
10：30～18：00
日曜日・祝日

きれい

健康
10

UBUNTU BUP（ウブントゥビューティアップ）

家族をいやすクイックフットマッサージ

家族のいやしの為の簡単クイックフットマッサージ。
この機会に手から伝わる極上のいやし体験してみてください。

●会場：UBUNTU BUP（ウブントゥビューティアップ）
●定員：4名または2組
●持ち物：タオル、筆記用具
●費用：2,000円（マッサージオイル、その他）

11/3（祝・木）・5（土）
10：30～11：30

きれい

健康
11

講師 夏々子先生

カキラ －肩こり解消－

所在地／飯塚市本町7-18（まちづくり飯塚）
☎0948-29-8221 受

休
10：00～17：00
日曜日・月曜日

（株）まちづくり飯塚

10/23（日）
13：00～14：00
●会場：健幸プラザ
●持ち物：タオル、飲み物

肩こりでお悩みの方！！
ろっ骨に着目したエクササイズで
肩こり解消しましょう。

きれい

健康
12

講師 山下 知香子

所在地／飯塚市飯塚18-3 元野木書店ビル1F
☎090-4241-9480 受

休
9：00～18：00
不定休

にじいろ整体セラピー

体スッキリ～！
自分でできる骨格調整

人の土台は骨盤です。骨盤の歪みは、さまざまな不調の原因といわれま
す。今回は、皆様へ痛みの原因をお話し、自宅で簡単にできる調整方法
を楽しくお伝えいたします。

10/30（日）
❶10：30～12：00
❷13：30～15：00
●会場：にじいろ整体セラピー
●定員：5名
●持ち物：タオル、飲み物

施術中にてお電話がとれない場合がございます。

きれい

健康
13

所在地／飯塚市飯塚18-3 元野木書店ビル1F
☎090-4241-9480
にじいろ整体セラピー

心も体もぽっかぽか！
かんたん竹ふみ講座

足を刺激することで、全身の血液循環が良くなり、免疫力アップにつな
がります。コロナ禍の今だからこそ、自宅で好きな時に出来る、安全・簡
単な健康法を学んでみませんか？

11/13（日）

●会場：にじいろ整体セラピー
●定員：5名
●持ち物：飲み物（できれば白湯）
●費用：500円(竹ふみ、テキスト代)

さ　 ゆ

❶10：30～12：00
❷13：30～15：00

講師 山下 知香子
受
休

9：00～18：00
不定休

施術中にてお電話がとれない場合がございます。

きれい

健康
14

講師 小堤 麻矢

所在地／飯塚市西町4-53 アルカビル1-B
☎0948-21-0082 受

休
10：00～19：00
日曜日・祝日

MTサロン飯塚店

顔（毛穴）の汚れを取り、
スベスベツヤ肌になりませんか？

期間中いつでもOK!ご予約下さい。
講座は90分です。
●会場：MTサロン飯塚店　
●定員：1名
●費用：1,100円(超音波洗浄、スキンケア等)

超音波・イオン洗浄で普段のケアでは落とせない
毛穴の汚れを取り除きます。施術後は今までにない
スベスベ肌を実感していただけます。
また今、話題の化粧品MTメタトロンもお試しいただけます。

講師 上田 慎吾

所在地／飯塚市片島1-1-1
☎0948-52-6955 受

休
24時間
なし

きれい

健康
15

Going Fitness 24 飯塚店

こけにくい体作りの
ストレッチ講座

転倒による骨折から寝たきりになる可能性が高くなります。体を知りつくしたプロ
によるストレッチでこけにくく、ケガをしにくい体作りを始めましょう。

●会場：Going Fitness 24 飯塚店
●定員：5名　●持ち物：運動しやすい服装、室内シューズ

10/29（土）・30（日）
11/5（土）・6（日）・12（土）・
13（日）・19（土）・20（日）
11：00～19：00

NEW

ご希望の時間帯をご予約ください。
（1時間程度）

つくる
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10/27（木）
11/5（土）
14：00～15：00

天然石のストラップをつくろう

講師 中尾 美佳

所在地／飯塚市本町11-26
☎0948-22-0480 受

休
10：00～18：00
水曜日

エトウ時計店

●会場：エトウ時計店
●定員：10名
●費用：300円（ストラップ代）

天然石のお洒落なストラップを楽しみながら、一緒に作りましょう！

つくる
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所在地／飯塚市中430-2 幸袋ハイツ101
☎090-2392-0901
atelier Rose beret-アトリエ ローズベレー-

クリスマスカラーのキラキラハーバリウムをつく
ります。とても簡単なので小さなお子様から高齢
の方まで楽しめます。（素敵なプレゼント付き）

●会場：元野木書店2F
●定員：8名
●費用：1,500円（ハーバリウム材料費）

講師 久保 峰子
受
休

11：00～16：00
不定休

10/24（月）・29（土）
10：30～12：00

クリスマスハーバリウムづくり

インスタ
教室情報

つくる
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所在地／飯塚市中430-2 幸袋ハイツ101
☎090-2392-0901
atelier Rose beret-アトリエ ローズベレー-

アーティフィシャルフラワー(高級造花)を使って
おしゃれなしめ縄飾りをつくりましょう。縄、花材、
お好きな色を選んでつくれますので楽しいですよ。

●会場：元野木書店2F
●定員：6名
●費用：2,500円（しめ縄材料費）

講師 久保 峰子
受
休

11：00～16：00
不定休

11/5（土）・14（月）
10：30～12：30

おしゃれなしめ縄飾りを
つくりましょう

インスタ
教室情報

つくる
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自分だけのとっておきの画像をTシャツにプリント
しませんか？大切な写真、ご自身で作成した
イラストや画像をプリントして、その場でお持ち帰り頂けます。

10/20（木）から11/20（日）の期間で
事前予約にて承ります。（60分程度）
●会場：ガチャプリント
●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
●定員：4名または1組
●持ち物：プリントしたい画像、写真、スマホ等
●費用：2,530円（Tシャツ、プリント代）

ガチャプリント

NEW

講師 工藤 由紀

所在地／飯塚市飯塚13-23
☎080-3366-3983 受

休
13：00～18：00
水曜日

世界に1枚だけ！
オリジナルTシャツを作ろう！

つくる
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所在地／飯塚市飯塚14-67 イイヅカコミュニティセンター1F
☎0948-22-5552

豆本を作ろう

飯塚市立飯塚図書館

昨年も好評だった豆本の作成を
今年も行います。自分だけのかわ
いい豆本を作りましょう！

10/20（木）
10：30～12：00
●会場：飯塚市立飯塚図書館
●対象：18歳以上
●定員：5名

講師 塩川
受
休

9：30～19：00
10/18・24・31・11/7・14

まなぶ
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講師 井上 詠貴

所在地／飯塚市吉原町6-12
☎0948-22-1007 受

休
9：00～17：00
土曜日・日曜日・祝祭日

飯塚商工会議所

新規創業者のための
空き店舗ツアー

普段なかなか見ることができない空き店舗の中
を見学し、創業の流れや事業計画の立て方、商
店街で創業することのメリット等を説明します。

10/20（木）～11/20（日）
の期間でご予約ください
●会場：飯塚商工会議所
●対象：商店街付近で創業予定の方
●定員：6名または3組

まなぶ
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受 10：00～17：00
講師 川崎 俊幸

所在地／飯塚市吉原町 あいタウン3F 文化教室内
☎0948-22-2281
合気道 飯塚教室

合気道　見学・体験会

合気道特有の動作で、攻撃相手をさばいて投げ、抑えます。
自分が持っている力を自然の理に従った合理的な動作に基づいて無
理なく発揮する武道の体験会です。

●会場：あいタウン3F 文化教室内
　　　　合気道 飯塚教室
●対象：小学生から高齢者までの男女
●定員：5名
●持ち物：運動しやすい服装で(マスク着用)

10/27（木）
19：00～20：00

休 月曜日

まなぶ
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講師 小鶴 武史

所在地／飯塚市本町16-2
☎0948-22-0283 受

休
10：00～18：00
水曜日

リブインテリア ヨカヤ

腰痛改善のためのイス選び

腰が痛い人には、特にイス選びは大事です。
どんなイスがいいのか、選び方や腰に負担の
かからない座り方を分かりやすく解説します。

●会場：リブインテリア ヨカヤ
●定員：4名
●持ち物：筆記用具

10/27（木）
11/13（日）
11：00～12：00

まなぶ

24

所在地／飯塚市本町7-20
☎0948-22-4001 受

休
10：00～18：00
水曜日

メガネのサトー本町店
講師 古森 宏幸

認定眼鏡士

眼の疲れをとる体験

眼の疲れをとる、健康体操をみなさんと一緒に体験と眼の疲れをとる
健康グッズのご紹介。

●会場：メガネのサトー
●定員：4名

11/1（火）・8（火）
10：00～11：00

まなぶ
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講師 前田 和憲
認定補聴器技能者

所在地／飯塚市本町7-20
☎0948-22-4001 受

休
10：00～18：00
水曜日

メガネのサトー本町店

補聴器の正しい選び方

高い補聴器と安い補聴器の違いとは？
新聞の広告や通信販売で売られている、お手頃な「集音器」との違い
や、耳の聞こえのご相談も承ります。

●会場：メガネのサトー
●定員：2名または1組

11/1（火）・5（土）
14：00～15：00

11/4（金）・6（日）
10：00～11：00

講師 新藤 十仁

所在地／飯塚市本町7-20（日新内）
☎0948-22-2281 受

休

横笛 奏風会（そうふうかい）

篠笛体験講座　2回コース

日本の伝統楽器の篠笛の体験講座。音の出し方から、簡単な曲の演奏
迄の講座です。2回の体験講座で終了です。

11/10（木）　  11/17（木）
11：00～12：00

●持ち物：ドレミ調八本調子を所有の方は持参して下さい
　　　　　お持ちでない方は当日2,000円で購入可。

●会場：本町中茶屋ホール　●定員：4名

まなぶ
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昼 1回目 2回目

11/9（水）　  11/16（水）
18：30～19：30
●会場：横笛 奏風会　●定員：4名

夜 1回目 2回目

10：00～17：00
月曜日

まなぶ
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Gorilland. ゴリランド 講師 なかぞのなつき

所在地／飯塚市本町18-16
☎090-8414-9913 受

休
11：00～17：00
日曜日・祝日

インナーチャイルド講座

潜在意識の中にあるインナーチャイルドを知り仲良くすることで、今の
人生を思いのままに豊かにできます。まずはインナーチャイルドを知る
ことからはじめませんか？

●会場：Gorilland. ゴリランド
●定員：4名または2組
●持ち物：ノート、筆記用具
●費用：2,000円（テキスト代）

10/20（木）・27（木）
11/10（木）・17（木）
13：00～14：30

まなぶ
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講師 𠮷村 昌也

所在地／飯塚市上三緒1-50
☎0948-22-3288 受

休
9：00～17：00
土曜日・日曜日・祝日

タクシー組合

免許返納後の
公共交通の上手な使い方

飯塚市、嘉麻市、桂川町のコミュニティー交通が充実してきました。
自宅からの公共交通利用を一緒に考え、買物等に役立てましょう。

10/27（木）
11/17（木）
13：00～14：00

●会場：本町中茶屋ホール
●定員：7～8名

手書きもPCでも、
魅力的チラシ作成法

お店や地域活動などで、より魅力的なチラシを作りたいという方に、手
書き派でもパソコン派でもコレを押さえておけば大丈夫というポイン
トを具体的に紹介します。

まなぶ
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●会場：本町中茶屋ホール
●対象：事業者や地域活動者などどなたでも可
●定員：8名
●持ち物：筆記用具、具体的にアドバイスが欲しいチラシなど

10/27（木）15：00～16：30
11/5（土） 10：00～11：30

講師 逆井 健

所在地／飯塚市吉原町6-12
☎090-3747-2573（逆井） 受

休
9：00～17：00
土曜日・日曜日・祝祭日

飯塚商工会議所 タウンマネージャー

まなぶ
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講師 𠮷原 浩司
介護福祉士

所在地／飯塚市花瀬31-6
☎080-3947-3061 受

休
24時間
なし

コミュニティクラブ ポポロ

介護施設の選び方セミナーⅢ＋風水

今回でセミナーも三回目となります。まだまだご理解できなかった事や
質問を交えて老後に備えましょう。また今回はプチ風水に触れてみます。

●会場：本町中茶屋ホール
●定員：10名
●持ち物：筆記用具

10/29（土）
11/19（土）
13：00～14：00

商店街の楽しいイベントは
ヲソラホンマチから！

パンぱーくやクリスマスマーケットなど、多彩なイベントを展開する私
設の広場「ヲソラホンマチ」の今までとこれからを紹介して、参加者と未
来を考えたいと思います。

まなぶ
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ヲソラホンマチ 講師 山本 剛司

所在地／ヲソラホンマチ 飯塚本町商店街井筒屋跡
☎070-7642-1009 受

休
13：00～19：00
なし

●会場：ヲソラホンマチ
●定員：10名

11/5（土）・12（土）
13：00～14：00

NEW まなぶ
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講師 縄田 真照

所在地／飯塚市本町11-25
☎0948-22-0684 受

休
9：30～18：00
1月1日・2日

履物の縄田

靴選びのコツと歩き方講座

靴の選び方と歩き方はどちらもつながっていて、間違ったやり方では全
て台無しになってしまいます。いつまでも健康で歩けるように正しい知
識を身につけて実践しましょう！

10/20（木）・26（水）・11/3（祝・木）

11/12（土）
11：00～12：00

14：00～15：00
●会場：履物の縄田
●定員：5名

まなぶ
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講師 縄田 真照

所在地／飯塚市本町11-25
☎0948-22-0684 受

休
9：30～18：00
1月1日・2日

履物の縄田

10/22（土）・28（金）
11/6（日）・15（火）
11：00～12：00

●会場：履物の縄田
●定員：5名

外反母趾の改善方法は、普段の生活の中で毎日できるものなのです。
何年もかかって症状が出ているので、特効薬はありません。根気よく続
けるために一度聞いた人も何度でも聞きに来て下さい。

今日から始めよう！
外反母趾にサヨナラを

まなぶ
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講師 縄田 真照

所在地／飯塚市本町11-25
☎0948-22-0684 受

休
9：30～18：00
1月1日・2日

履物の縄田

10/23（日）・29（土）
11/7（月）・18（金）
11：00～12：00

●会場：履物の縄田　●定員：5名
●持ち物：ひも靴(なるべくひもが長いものを)

すぐに役立つ靴ひもの結び方
基本編

靴ひもの通し方の基本となるオーバーラップやシングル、パラレルの
他にほどけにくい結び方を教えます。フォーマル靴やスニーカーにもす
ぐ実践できて役立ちますよ。

まなぶ
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講師 瀧本 賢一

所在地／飯塚市川島205-7
☎090-8839-1038 受

休
9：00～17：00
土曜日・日曜日
（連絡あれば対応可）

トミヤ行政書士事務所

お坊さん行政書士
【「お墓」のはなし】

【相続の最新情報】と【お墓のはなし】長年にわたり霊園の所長をされ
ているお墓の専門家を特別講師としてお招きして、楽しく詳しくお話し
していただきます。

10/27（木）
11/10（木）・17（木）
14：00～15：00

11/5（土）17：00～18：00
●会場：履物の縄田　●定員：7名

まなぶ
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講師 高野 新助

所在地／飯塚市本町11-25（履物の縄田）
☎090-3605-6287 受

休
10：00～15：00
なし

サークルSyuwa Cafe

さあ、手話でご挨拶してみましょう！

テレビの記者会見などで目にする機会の多い手話。
手話は聴こえない人と聴こえる人とを繋ぐ「目で見
る言葉」です。手軽に手話でコミュニケーションがと
れるキッカケになればと思います。

11/5（土）・12（土）

●会場：履物の縄田
●定員：6名

11：00～12：00

まなぶ
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講師 堀本 義行

所在地／田川市奈良1587-420
☎080-5240-3716 受

休
13：00～16：00
不定休

占い心

ミニ手相講座

初心者にも、わかりやすい手相の見方。誰でも、すぐにわかって実践で
きる手相のヒミツを教えます。

●会場：元野木書店
●定員：4名
●持ち物：筆記用具

NEW

10/21（金）
11/4（金）・19（土）
11：00～12：00

まなぶ
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講師 山口 孝敏

所在地／飯塚市幸袋89-1
☎0948-29-4062 受

休
10：00～18：00
水曜日

フォトスタジオWAKO（写真の和光）

プロフィール写真を
撮影しよう！

SNSに自分らしいプロフィール写真を使ってますか？大切なことは
「表情！」好印象のポイントや撮られ方とは？わいわい楽しい撮影体験
付きです！

●会場：元野木書店
●対象：LINEやインスタなどのSNSを利用している方
●定員：4名
●持ち物：スマートフォン

11/8（火）
11/19（土）

13：00～14：00

14：00～15：00

NEW コスモスタンプの
上手な貯め方(裏ワザ)教えます

コスモスタンプ加盟店でお買物をするとカードにポイントが付いて、満
点になると300円のお買物ができます。お買物以外でポイントが貯まる
裏ワザやポイント2倍や5倍などのお得情報をあなただけに教えます。

まなぶ
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コスモスタンプ 講師 久家 康司・縄田 真照

所在地／飯塚市飯塚11-20（東町商店街）
☎0948-25-5056 受

休
10：00～16：00
水曜日・木曜日・日曜日

●会場：コスモスタンプ事務局
●対象：コスモスタンプに興味のある方
●定員：5名

10/25（火）
11/5（土）
11：00～11：40


