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★今月の★
★行事予定★

4日 子ども会定例会

7日 ネット・民協定例会

まち協保健・福祉部会

8日 一中・二中入学式

地区連

11日 立小入学式

12日 熟年者マナビ塾 開塾

14日 ふれあい弁当

婦人部長会

15日 子育て講座

「手型・足型アート」

体振総会

19日 熟年者マナビ塾

まち協青少年育成部会

20日 まち協文化・体育部会

21日 まち協未来育成部会

22日 子育て講座 「みそづくり」

まち協

地域安全環境整備部会

26日 熟年者マナビ塾

いま、あかちゃんとママのお出かけの機会が減っています。

子育てのことを誰かに話したり、情報交換したり、ほっと一息つけたりする居場所づくりに

なりますように。。。と、立岩地区まちづくり協議会と頴田子育て支援センターがコラボして

立岩交流センターにて月2回、楽しい企画をご用意しました(*^-^*)

４/１５ 「ぺったんアート」＊手形・足形アート

４/２２ ママじかん。「お味噌をつくろう」＊手作り味噌づくり

講師：みそらぼ 安藤久代さん

材料費１,０００円 エプロン、三角巾

託児あり(お申し込み時にお伝えください)

場 所＊立岩交流センター 飯塚市新立岩8-13

時 間＊講座は１０時より開始です。

９時半～１２時半まで開放していますので

ゆっくりお過ごしください。

定 員＊毎回６組(先着順)

申 込＊立岩交流センターにお電話にてお申し込みください。

※立岩地区在住の方が優先となります。

※申し込み期日をよくご覧ください。

参加費＊無料(材料費がいる回もあります。)

【お問合せ・お申込み】

立岩交流センター 0948-23-6000

一年間の予定表は立岩交流センターと

頴田子育て支援センターに置いています♪

≪申込日≫ 立岩地区４/４ 立岩外４/７

≪申込日≫ 立岩地区５/９ 立岩外５/１２

平日 ９：００～１７：００

土曜 ９：００～１２：００

５/２０ ママじかん。「からだスッキリ」

背骨コンディショニング

講師：山口真吾さん

運動できる服装(上履きはいりません)

託児あり(お申し込み時にお伝えください)

※ZOOM配信もあります※

ママちゃんたち！

もうしこんで

くだちゃい！

≪申込日≫ 立岩地区６/６ 立岩外６/９

６/１７ 「ぺったんアート」＊手形・足形アート

６/２４ 「あかちゃんの歯のはなし」講師：藤川あかねさん

※ZOOM配信もあります※

≪申込日≫ 立岩地区７/４ 立岩外７/７

≪申込日≫ 立岩地区８/８ 立岩外８/１０

８/１９ 「ぺったんアート」＊手形・足形アート

８/２６ 「エコ工房さんと遊ぼう」講師：エコ工房さん

７/１ 「ふたごちゃんの日」講師：梶嶋陽子さん

※ふたごちゃんの日の申し込みは６月にお願いします！

７/１５ ママじかん。「かわいいシューズクリップ」

シューズクリップづくり 講師：文藤ももこさん

材料費１３００円

託児あり(お申し込み時にお伝えください)

７/２２ ママじかん。「イライラコントロール法」

アンガーマネージメント 講師：大谷香里さん

託児あり(お申込み時にお伝えください)

※ZOOM配信もあります※

たていわこどもマルシェ御礼

３月１３日(日)に開催しました

「たていわこどもマルシェ」に

たくさんご来場くださいまして

本当にありがとうございました。

こどもたちのうれしそうな

笑顔がはじけた１日でした！
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★ファミリーバドミントン・フラバール・ボッチャ・その他
【飯塚第1体育館】

●日 時：4月4日（月）、4月18日（月）、5月2日（月） 19時半～

【筑穂体育館】 ●日 時：4月5日（火） 19時半～

★グラウンドゴルフ
【穂波グラウンド】 ●日 時：4月12日（火）、4月26日（火） 19時～

●参加費：100円

※誰でも参加できます。事前申込みは不要です。

※新型コロナウイルス感染症対策等で実施時間が変更になる場合は

ホームページでお知らせいたします。

●問合せ先：飯塚市役所 スポーツ振興課 0948-22-0380（内線2168）

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・4 11 18 25

★洋裁1・2・・・・4 18 25

★囲碁3・・・・・・4 11 18 25

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・5 12 19

★おしゃれ絵手紙・・・12

★社交ダンス・・・5 12 19 26

【水曜日】
★日舞・智賀・・6 13 20 27

★着付・・・13 27

★歌謡1・・・6 13 20

★3Ｂ体操・・・3 13 20 27

★華道（水）・・・13 27

【木曜日】
★フォークダンス・・7 14 21 28

★華道（木）・・・7 21

★ヨガＣ・・・・・・・・・7 14 21 28

【金曜日】
★木目込1・2・・・1 15

★囲碁１・2・・・1 8 15 22

【土曜日】
★歌謡2・・・・・2 9 16

今月のサークル案内
食育キッズ講座≪キューピーみらいたまご財団助成事業≫

無農薬で野菜を育て、その野菜を使った調理を体験してみませんか

≪共通事項≫
★マスクは着用してご参加ください（運動時以外）
★発熱等の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。
★競技中のケガについては、参加者様ご自身での加入を
お願いします。

●募集対象：飯塚市内の幼児・小学生・保護者（幼児同伴の場合に限る）

●定 員：20名

●日 時：令和4年5月28日・6月25日・7月23日・8月27日・ 9月24日・10月22日・

11月26日・12月24日

令和5年2月25日・3月25日 ※各回土曜日実施

●場 所：飯塚市庄内生活体験学校 （〒820-0111 飯塚市有安958番地1）

●内 容：《農業体験》

野菜の収穫、植付、野菜の手入れの仕方、野菜の豆知識

（時間） 集合 9時半 解散 11時半

《食育体験》

収穫した野菜を使った調理実習

（時間） 集合 9時半 解散 13時半

※毎回活動内容と時間が異なります。

●参加費：200円（1名） ※食材費や教材費として徴収

●申込方法：氏名・住所・連絡先を明記の上、メール又はFAXでお申込みください。

●申込期間：4月20日（水）～4月30日（土）まで

※定員を超える申込みがあった場合は、抽選を行います。

●問合せ先：飯塚市庄内生活体験学校（担当：原）

0948-82-3188  FAX 0948-82-2780 メール taiken.sch＠oks.or.jp

●主催者：NPO法人体験教育研究会ドングリ

NPO法人人権ネットいいづか啓発講演会

●講 師：前川 喜平 さん 元文部科学省事務次官

●日 時：5月13日（金） 18時半～20時（開場17時半）

●場 所：イイヅカコスモスコモン 大ホール

※「要事前申込み」 申込締切り 5月9日（月）まで

●入場料：無料 託児（要申込み）・手話通訳あり

●申込み・問合せ：電話・FAX 0948-24-7582（人権ネットいいづか）

ホームページ https://jinken-npo.jimdofree.com

●主 催：NPO法人人権ネットいいづか・飯塚市

～子どもたちの未来のために今できること～

ニュースポーツを一緒に楽しみましょう！

★カローリング体験教室
【頴田交流センター】 ●日 時：4月16日（土） 10時～

●申込・問合せ先：飯塚市役所 スポーツ振興課

0948-22-0380（内線2168）

コスモス大学受講生募集のお知らせ

●対 象：筑豊地区在住の60歳以上の方で、期間中、一般教養・

選択コースの両方の受講が可能な方。

●受講期間：令和4年5月～令和5年2月までの木曜日

（月2～3回程度）

※4年間の継続学習を行う大学形式での運営です。

●内 容：園芸・水彩画・書道・健康体操の各コース25人

●申込期間：4月1日（金）～4月8日（金）

●申込先：コスモス大学事務局・イイヅカコミュニティセンター内

0948-22-3274

※ハガキ・印鑑・資料代千円を持参し、本人がお申込みください。

市内の新型コロナウイルス感染状況によっては、内容の変更や

中止とさせていただく場合があります。


