
●施設内設備…不便の家(小屋)、炊事場、トイレ、広場 

       ※炊事場の水道は川から直接水をくみ上げておりますので飲むことはできません。 

●利用方法……穂波交流センター窓口、メールまたはＦＡＸにて利用申請手続きをお願いします。 

メール、ＦＡＸで手続きをする場合は穂波青少年野営訓練所Ｗｅｂページより申請書を 

ダウンロードしてください。 

       訓練所前山道の入り口は車止めがされておりますので、自動車をご利用の方には車止め 

を外すための鍵をお渡しします。 

●問 合 せ……穂波交流センター (TEL：0948-24-7458 FAX：0948-24-7460) 

       Mail：h-kouryucenter@city.iizuka.lg.jp 

穂波青少年野営訓練所 Web ページ：https://bit.ly/3dhsodO 

 

 

 

 

 

 

 

 

龍王山中腹にある飯塚市穂波青少年野営訓練所(通称：少年不便の家)において 
山開きを行います。 
 

  令和４年５月１日 

発行：飯塚市穂波交流センター 

★休館日 第２・４日曜日    

TEL：0948-24-7458 

FAX：0948-24-7460 

●と き…5 月 21 日(土) 11 時～ 
●ところ…飯塚市穂波青少年野営訓練所 

(通称：少年不便の家) 
●問合せ…穂波交流センター 

℡：0948-24-7458 

エリアワゴンの運行がはじまりました 

今年の 4 月から、まちづくり協議会が運行していた買物ワゴンを継承する形で、新たに

エリアワゴンが始まりました。 

穂波地区、菰田地区内を、路線バスのように、運行ダイヤにあわせて 10 人乗りのワゴ

ン車両が運行しています。地区内での買物や通院など、身近な移動にご利用ください。 

（運賃：1 回 100 円、1 枚 100 円の回数券を 14 枚つづり 1,000 円で車内販売） 

運行ダイヤ等の詳細は、3 月に全戸配布した「令和 4 年度版 コミュニティ交通利用ガ

イド」をご確認ください。なお、各交流センターや主要施設にもお持ち帰りできる分を設

置しています）。 

【お問合せ先】 

◇全般について ： 飯塚市地域公共交通対策課 TEL:0948—22—5500(内線 1442) 

◇忘れ物や運行状況について ：穂波タクシー㈱ TEL:0948-22-1040 

mailto:h-kouryucenter@city.iizuka.lg.jp


 

 

穂波まちづくり協議会主催事業 

お昼寝アート 撮影会＠穂波 

・場 所：穂波交流センター 大ホール 

・実施日：令和 4 年 5月 25 日(水)10時～12時 

・対象者：未就学児親子 10 組(先着順) 

・参加料：無料 

・申込み：5 月 24日(火)17 時まで 

        0948-24-7458 (穂波交流センター) 

・主 催：穂波まちづくり協議会 

姿勢と歩き方レッスン 
・場 所：穂波交流センター 大ホール 

・実施日：令和 4 年 6月 19 日(日)14時～16時 

・参加対象者：どなたでも(先着順) 

・募集人数：40名 

・参加料：無料 

・持参品：スニーカー、動きやすい服装、飲み物 

・申込み：6 月 10日 17 時まで 

0948-24-7458 (穂波交流センター) 

・主 催：穂波まちづくり協議会 

 

・講師：甲斐田真奈さん 

 ウォーキングトレーナー 

健康管理士一般指導員 

ボディメイクインストラクター 

姿勢改善アドバイザー 

 

・持参品：カメラ、カメラ

機能のある携帯や ipad 

赤ちゃんのお気に入りの

おもちゃ 

 

令和４年３月２８日(月)、花曇りの空の下、お花見をしました。 

まちづくり協議会の協力団体でもある穂波女性部「水仙」のみなさんが手

作り桜餅と煎茶をふるまってくださり、鞍手町より「旅芸人あっちこっち一

座」のコッチさんが、「旅する小さな図書館」を開館してくださいました。春

の訪れと人と人のつながりの温かさに喜びいっぱいの時間を過ごしました。 

センター講座 を開催しました‼ 



 

●日 時…令和４年 5月 12日(木)～6月 30日(木) 

          計８回、１９時半～２１時  ※雨天中止  

●会 場…穂波 B&G海洋センター テニスコート Dコート(クレーコート) 

●対 象…６０歳以下の者(ただし、学生・子どもを除く)、 

硬式テニス初心者および、初級者。テニス経験のある方も大歓迎です。 

●定 員…６名(申し込み多数の場合は先着順とする) 

●参加費…初回時にボール代として実費(５００円程度) 

●持参品…硬式テニスラケット・テニスシューズ・タオル・水筒 

     スポーツができる服装。ラケットを持たない参加者には無料貸出有り。 

     テニスシューズについては、スポーツシューズ 

(コートに穴を開けない形状の靴底のスポーツシューズ)での代用を認める。 

●主 催…穂波地区体育振興会 

●申込み・問合せ…穂波交流センター(担当：西園)  

TEL：0948-24-7458 FAX：0948-24-7460  

 

※今後のコロナ感染者数の増加

により、中止や時間の変更など

がある場合があります。 

〇成人式（旧称）実行委員募集〇 

令和５年１月８日に実施する成人式（旧称）をみなさんの力で作り上げませんか。 

対象：市内およびその近郊に在住している人 

内容：記念品の選考や様々な式典アトラクションの企画運営など 

申込期間：７月２９日(金)まで 
申込・問合せ：生涯学習課 ☎０９４８‐２２‐３２７４ 
             ☎０９４８‐２２‐５５００(内線 ６４５５) 

 

  

 

令和５年飯塚市成人式（旧称）について 

民法改正に伴い、今年の４月１日から、成人年齢が１８歳に引き下げられました。 

飯塚市では、今後もその年度に２０歳を迎える方を対象に、成人式（旧称）を行います。 

また、今年度はイイヅカコスモスコモン改修工事により、代替の会場での開催となります。成人式

の新しい名称も現在検討中ですので、決まり次第どちらも早急にお知らせいたします。 

●日  時   令和４年５月７日(土)  

13時～1時間程度 

●場  所   穂波交流センター 大ホール 

●参 加 費   無料 

●内  容  ① マーラエ・フラ スタジオによるフラダンス 

         『マウイムーン・ダークムーン』・『プア キエレ』 

       ② 人権講演会「差別をなくすためには」 

         ＮＰＯ法人人権ネットいいづか 和多 真太郎 さん 

●主   催    水仙 

●申込締切    令和 4年 5月 6日(金) 

●申込先・問合せ 穂波交流センター(土・日祝日除く) ：24-7458 担当：西園 



【第１体育館】 

●日 時…５月  ２日(月) 19時半～ 

６月  ６日(月) 19時半～ 

【筑穂体育館】 

●日 時…５月１０日(火) 19時半～ 

６月  ７日(火) 19時半～ 

 

【穂波グラウンド】 

●日 時…５月１０日(火) 19時～ 

５月２４日(火) 19時～  

●参加費…１００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●５月１４日(土)  11時～  

おはなしポッケのおはなし会 

●５月２８日(土)  11時～  

しょくいんの穂っとタイム 

場所：穂波図書館 

●５月１１日(水)  10時30分～  

かててDEおはなし会 

 

場所：穂波交流センター 

◎５月１４日(土) ２０時～２１時半 

◎５月２８日(土) ２０時～２１時半 

 
直接現地へお越しください。 

中学生以下の方は、保護者同伴でお願いします。 

雨天・曇天のときは中止します。 

●問合せ…穂波交流センター 

     TEL0948-24-7458 
〇問合せ…穂波図書館  

TEL：0948-29-1172 

◎誰でも(無料)参加できます。 

事前申し込みは不要です。 

◎新型コロナウィ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 

      電話：0948-22-0380(内線：2421) 

 

・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、参加者様ご自身の保険で対

応をお願います。 

会  場 穂波体育館 

日  時 令和４年６月５日(日)  

９時受付・９時半開始 

対  象 飯塚市民の方ならどなたでも参加できます 

参 加 費 無料 

申込期限 ５月３１日(火) 

◎申込先 飯塚市役所 スポーツ振興課 

   電話：0948-22-0380(内線：2421) 

＊カローリングとは？ 

「カーリング」を床でできるように考案さ

れたニュースポーツ。 

ジェットローラがチームで 6 個あり、9m 先

のポイントゾーンめがけて投球します。 

交互に投げ終わってポイントゾーンの中心

近くにジェットローラが乗っているチーム

の勝ちです。中心に乗せるためにジェット

ローラをはじき飛ばしても OKです。 

小学生から高齢者まで誰でも気軽にできま

す。ぜひ一度体験してみてください。 

お待ちしています!  

 

カローリング大会は事

前申し込みが必要です 


