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新立岩8番13号

23-6000
FAX 23-6001

★今月の行事予定★
令和４年４月１日付で立岩交流センター係長として配属されました、永末達也です。少しでも

早く地域の方に溶け込めるよう頑張っていきますので、これからよろしくお願いします。

新任 係長 永末 達也（ながすえ たつや）

●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

ごゆっくりお過ごしください。
●定 員：毎回６組(先着順)

●申込み：立岩交流センターにお電話にてお申込み

ください。
※立岩地区在住の方が優先となります。
※申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】

平日 9時～17時 土曜 9時～12時
立岩交流センター 0948-23-6000

6日 ネット・社協総会

民協定例会

地区連
10日 熟年者マナビ塾

子ども会総会・定例会

12日 ふれあい弁当
婦人部長会議

13日 まち協運営委員会
体振グラウンドゴルフ部会

17日 熟年者マナビ塾
ZOOM講習会

サークル代表者会議
20日 子育て講座
22日 グラウンドゴルフ大会
24日 熟年者マナビ塾

26日 ZOOM講習会
27日 まち協総会
31日 熟年者マナビ塾

≪申込み日≫ 立岩地区 6/6（月） 立岩地区外 6/9（木）

☆6/17（金）「ぺったんアート」
手形・足形アート

●講 師：山口真吾さん

●日 時：5月20日（金）10時～11時15分

※9時半～12時半まで開放していますのでごゆっくりお過ごしください。

●場 所：立岩交流センター 第1研修室

●対 象：0歳～6歳までの保護者 ※定員6名

託児あります。お申込みの際にお伝えください。

●準備するもの：運動できる服装

●受付日：立岩地区 5月9日（月）、立岩地区外 5月12日（木）

お電話でお申込みください。

☆6/24（金）「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※

ママじかん。「からだスッキリ背骨コンディショニング」
※ZOOM配信あります※

子育て講座
『あいあい』

思春期のココロとカラダを
ヨガでほぐしていきます♪

●開催日： 6月6日（月）、7月4日（月）、
9月5日（月）、10月3日（月）、

11月7日（月）、12月5日（月）

●時 間：16時～17時
●場 所：立岩交流センター 第１研修室
●対 象：中学生 ※定員10名先着順
●申込み：5月23日（月）より
立岩交流センターまでお電話でお願いします。

立岩地区まちづくり協議会・立岩交流センター主催の

講座がオンラインで受講できるようになりました。

「といってもどうすればいいの？」という方のために

『ZOOM講座を受講するために』を開催します。

お電話でお申込みください。

●日 時：5月17日（火）10時～11時

5月26日（木）14時～15時
※定員各回5名程度 参加費無料
※ご都合が合わない方はご相談ください。

『ZOOM講座を受講するために』
『中学生ヨガ』

立岩地区グラウンドゴルフ大会

●日 時：5月22日（日）

●場 所：立岩小学校運動場

●主 催：立岩地区社会体育振興会
●共 催：立岩地区まちづくり協議会



青葉の美しい季節になりました。皆様、お変わりありませんか？
コロナは第7波が来るかと、まだまだ終息の兆しが見えません。
このような時期、「人権の世紀」と言われる21世紀のこの世界で、
ロシアがウクライナへの軍事進攻を2月24日に始めたのです。

2か月を経て収まるどころか、戦況は最悪で子どもたちを含む民間の
人々の尊い命が、次々に失われていっています。「戦争は最大の人
権侵害」です。
ウクライナで住む場所を失い、生存権を奪われ、他国に避難する
人々の数は、450万人以上になりました。大半の人々は隣国ポーラン
ド・ハンガリー・モルドバなどが受け入れていますが、各国ともに財政負
担が大変な状況です。

日本では、3月2日～4月3日の間で、日本に親族のいる人400人超
と、日本への避難を希望した人20人を政府専用機で受け入れました。
世界の国の中でも、難民に対して厳しい基準をもち、受け入れが極端
に少ないと非難されている日本。今回のウクライナからの人々は「避
難民」と呼び、「難民」とは違う扱いをしています。
国はホテル滞在中、１日当たり１２歳以上1,000円、出た後は1日

2,400円支給するとしています。これも90日の在留資格のある間です。

今、各地方自治体・民間企業・NPO・NGOからの支援申し出は

679件。佐賀県は30組の受け入れを準備中。渡航旅費からの全面

支援をし、経費は義援金・クラウドファンディングで募っています。福岡

のある大学では交換留学生を含む65人を受け入れ、12日に64人が

入学式に出席しました。

ロシアの攻撃が長期化し、ウクライナの苦難が続く限り避難する人も
増え続けるはずです。私たちの周りで生活される方も出てくるかもしれま
せん。長期的な住まいと仕事の確保・子どもの教育・医療など様々
なことが必要になる中、一番の壁となるのが「言葉」です。
意思疎通ができないことには、前に進めません。「多文化共生」、外
国の人たちと社会をつくることで大切なことです。

今、私たちの一番の願いは戦争が終わること
です。そして、大変な思いをしている方たちに、
軍事支援ではなく生きるための支援をしていく
ことが最も大切なのではないでしょうか。

今月のサークル案内

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・ 9  16   23  30
★洋裁1・2・・・・2 16   23   
★囲碁3・・・・・・2 9   16   23   

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・5 24 ３１

★おしゃれ絵手紙・・・10
★社交ダンス・・・3   10   17   24   

【水曜日】
★日舞・智賀・・4   11   18   25
★着付・・・11 25
★歌謡1・・・4   11   18

★3Ｂ体操・・・4 11   18   25
★華道（水）・・・11   25

【木曜日】
★フォークダンス・・5 12 19 26
★華道（木）・・・19
★ヨガＣ・・・・・・・・・12 19 26

【金曜日】
★木目込1・2・・・6 20

★囲碁１・2・・・6 13 20 27

【土曜日】
★歌謡2・・・・・7 14 21

～人権コラム～

令和5年1月8日（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

●申込み期間：7月29日（金）まで

●申込み・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

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。

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。

成人式（旧称）実行委員募集

NPO人権ネットいいづか

人権同和啓発推進員 櫻本 悦子

≪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：5月2日（月）、5月16日（月）、6月6日（月） 19時半～

【筑穂体育館】 ●日 時：5月10日（火）、6月7日（火） 19時半～

≪グラウンドゴルフ≫
【穂波グラウンド】 ●日 時：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 ☎0948-22-0380（内線：2421）

≪カローリング大会≫

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！

【穂波体育館】 ●日 時：6月5日（日） 9時受付・9時半開始 ●参加費：無料
●対 象：飯塚市民の方ならどなたでも参加できます。
●申込み期間：5月31日（火）

☆申込み先：飯塚市役所 スポーツ振興課 ☎0948-22-0380（内線：2421）

～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。


