
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口の動き(令和４年３月末現在) 
世帯数  : 5,026(－31) 
人口(男) : 4,707(－40)  
人口(女) : 4,811(－34) 
合計    :  9,518(－74) 

 

発行：幸袋交流センター（飯塚市幸袋 50 番地） 

TEL・FAX：0948-22-1189    

休館日：第 1・第 3 日曜日 

 

 

☆交流センターだよりは市のホームページからも閲覧できます。 

５月その他の行事 

 
８日(日) 
９日(月) 

15 日(日) 
19 日(木) 

20 日(金) 

20 日(金) 

 

 

 

 

ジュニアリーダー結成式 
幸袋校区老人クラブ定例会 
キックベースボール講習会 
あんしん相談窓口 

幸袋校区老人クラブ評議委員会 
幸袋まち まちづくり協議会総会 
 

 

※卓球・みそサークルは定員を満たしており、受講できません。 

NO.50 令和４年５月 1 日発行 
 

事務員のご挨拶 
  ４月１日付で幸袋交流センターに参りました廣田有希です。早速、幸袋地区の方々にお声

かけいただき毎日楽しく過ごさせていただいております。不慣れなことも多く皆様にご迷惑

をおかけすることもあるかと存じますがよろしくお願いいたします。          

廣田有希                              

飯塚市スポーツ推進委員協議会よりお知らせ 

ニュースポーツを一緒に楽しみましょう！ 
★ファミリーバトミントン・フラバール・ボッチャ・その他 

【飯塚第１体育館】 

■日 時 令和４年５月２日（月）、５月１６日（月）、６月６日（月） １９時３０分～  

【筑穂体育館】 

■日 時 令和４年５月１０日(火)、６月７日（火）１９時３０分～ 

★グラウンドゴルフ 

【穂波グラウンド】 

■日 時 令和４年５月１０日（火）、５月２４日（火） １９時～ 

■参加費 100 円 

◎誰でも参加できます。事前申し込みは不要です。 

◎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。 

★カローリング大会 

【穂波体育館】 

■日  時 令和４年６月５日(日) ９時受付・９時３０分開始 

■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・問合せ先 飯塚市役所 スポーツ振興課    

℡22-０３８０(内線：2４２１) 

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。 
幸袋地区内を、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  

℡22-５５００（内線 1442） 
◇忘れ物や運行状況について：幸袋地区は安全タクシー㈲ ℡2３-1０１７ 

参加共通事項 

○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、参加者様ご自身の保険で対応をお願いします。 

 

特定健診・若年者健診・がん健診のお知らせ 
飯塚市では、市民の皆様が受信できる特定健診・若年者健診・がん検診を実施しています。 

健康診査・検診を受けてご自分の健康管理に役立ててください。 

予約、日時、及び対象者は以下のとおりとなります。 

●よやく 新型コロナウイルス感染症の対策として時間予約となります。 

受診の際はマスクの着用をお願いします。 

●と き 5 月 21 日（土）午前中 

※会場及び受診項目により異なりますので、申込時にお知らせいたします。 

●ところ 幸袋交流センター 

●対象者 特定健診：飯塚市国民健康保険加入の 40～74 歳 

     若年者健診：飯塚市に住民票のある 19～39 歳 

     がん検診：飯塚市に住民票のある方で、対象者の年齢は以下のとおり 

胃がん・肺がん・大腸がん・肝炎ウイルス検査は 40 歳以上 

前立線がん検診は 50 歳以上の男性 

子宮頸がん検診は 20 歳以上の女性、乳がん検診は 40 歳以上の女性 

●問合せ 飯塚市 健幸保健課（℡2４-４００２） 

 予約状況に応じてご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 

寿弁当（2 班） 
自治会対抗年齢別ソフトボール大会 

28 日(土) 
29 日(日) 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性料理教室 
季節の食材を使った料理教室です。初心者の方も経験者の方も大歓迎です。 

作ったお料理は、お弁当にして持ち帰っていただきます。 

■日 時 5 月 19 日(木) 10 時～正午 

■場 所 幸袋交流センター 調理実習室 

■定 員 ６名(定員になり次第締め切り)  

■参加費 500 円 

■持参品 エプロン、三角巾(バンダナ)、手拭きタオル、マスク 

■申込み 幸袋交流センター窓口または、お電話でお申し込みください。 

     （℡22-1189） 

 

防災講習会 
風水害の季節を前に、防災講習会を行います。幸袋地域特有の災害リスクや防災資源を知る重要性

について学びます。 

 また、被害を軽減していくための自助・共助の在り方を考えたうえでの防災対策についても学びま

す。皆さんの振るっての参加をお願いします。 

■日  時 令和４年６月７日（火）午後３時より１時間程度 

■場  所 幸袋交流センター（大研修室） 

■講  師 栗田 達之様（ＮＨＫ北九州放送局） 

■対  象 幸袋地区住民 

■定  員 2０名(定員になり次第締切り) 

■申 込 み 幸袋交流センター窓口又は電話でお申し込みください。 

（℡22-1189） 

■受付開始 令和４年５月９日（月）より 

■主   催 幸袋まち まちづくり協議会 あんぜん環境部会 

 

 

さつまいも苗植え体験会 
さつまいもの苗を植えてみませんか？秋には、自分で植えたサツマイモを掘りましょう！そんな、楽

しい時間を過ごしませんか？ 

■日  時 令和４年６月４日（土）午前９時より２時間程度 ※雨天中止 

■場  所 メモリード中央会館（柳橋）の左横にある畑 

■対  象 一般（小学生以下は、保護者同伴のこと） 

■定  員 ４０名 

※定員になり次第締め切り 

■服   装 汚れてもよい服装・軍手・タオル・マスク 

■申込方法 幸袋交流センター窓口又は電話でお申し込みください。 

（℡22-1189） 

■受付開始 令和４年５月９日（月）より 

■主   催 幸袋まち まちづくり協議会 地域づくり部会 

 

 

 

 

ふれあいグラウンドゴルフ大会 
初心者でも楽しめる、グラウンドゴルフ大会を開催いたします。多数の参加お待ちしております。 

■日 時 ６月５日（日）午前 9 時 開会式 ※雨天中止 

■場 所 笠城ダム公園グラウンド 

■対 象 50 歳以上 

■定 員 ６０名(定員になり次第締め切り) 

■参加費 無料 

■申込み 5 月 27 日(金)までに幸袋交流センター窓口、またはお電話でお申し込みください。 

   （℡22-1189） 

   ※スコア記入経験がある方は申し込みの際お申し出ください。 

■主 催 幸袋まち まちづくり協議会 健康・福祉部会 

 

 

ゴキブリ団子作り講座 
じめじめする梅雨になる前に、ゴキブリの駆除に昔から伝わるゴキブリ団子を作りましょう。 

■日 時 6 月 2 日(木) 10 時～正午 

■場 所 幸袋交流センター 調理実習室 

■定 員 8 名(定員になり次第締め切り) 

■参加費 100 円 

■持参品 エプロン、三角巾(バンダナ)、手拭きタオル、マスク 

■申込み 幸袋交流センター窓口または、お電話でお申し込みください。 

     （℡22-1189） 

 

 

交流センター事業・講座・まちづくり協議会事業等につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の為、延期又は中止することがあります。 

その場合は申し込まれた方へこちらからご連絡いたします。 

 

 

令和５年度飯塚市成人式(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。 

 

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 ℡22-３２７４(内線６４５５)     

             ℡22-５５００ 

 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。また、

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。 

 


