
　　

01(水)13:30 片島地区民生委員・児童委員協議会
12(日)09:00 片島地区花の会 定例会
17(金)11:00 片島地区いきいきサロン
17(金)終了後 ネットワーク委員会
20(月)19:00 地域安全推進隊片島班
27(月)18:30 片島地区自治会長会
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09(木)10:00 飯塚地区社会福祉協議会 執行部例会
14(火)11:30 長寿弁当
14(火)14:00 飯塚地区民生委員・児童委員協議会
16(木)10:00 飯塚片島校区老人クラブ会長会 定例会
28(火)18:00 飯塚地区自治会長会

6月の行事

変更・中止になる場合がありますので、
ご確認をお願いします。

☆いいかたカレッジ☆

『元気ってこんなに楽しい～♪』をテーマにいいかたカレッジ始まります‼
1ヶ月1回、第4火曜日に2キロ程度の朝活ウォーキングも開催します。地域の皆さまとふれあいな
がら盛り上げていきたいと思いますので皆さまのご参加をお待ちしています。いいかたカレッジは
年間登録制にしたいと思います！新型コロナウイルス感染対策のため、申込みが必要ですのでお電
話ください。

・と き 6月6日(月) 10:00～12:00
・ところ 飯塚片島交流センター 第1研修室
・内 容 健康教室(ポイント事業)
・講 師 スポーツ振興課 職員
※飯塚市健幸ポイント新規登録説明会も一緒に
しますので、まだお持ちでない方はぜひお申
込みください‼

わからない事がわからない…まず使い方！
個別相談で1回50分とっています。安心
してゆっくり相談できますよ！
スマホ普及のために毎月第2・4土曜日を
基本に月1回～2回開催しています！

・と き 6月11日・25日(土) 

10:00～10:50

11:00～11:50

・ところ 飯塚片島交流センター 第1研修室

・内 容 スマホ個別相談会

・講 師 ARM-あるむ-

・と き 6月28日(火) 10:00～12:00
7月26日(火) 10:00～12:00

・ところ 飯塚片島交流センター集合
・内 容 ウォーキング(2キロ程度)

ウォーキングをしない方や2キロ歩けない方などはセンターでの
体操に参加でも大丈夫です！(大研修室で同時刻開催)

・定 員 20名

今月からいいかた子育て応援広場が始まります。
飯塚片島地区の未就園児のお子様・保護者様、出産を控えているお母様、一緒に活動しま
せんか？ゆっくり過ごせるいこいの場所になればいいなと思います♪お待ちしています‼

・と き 6月14日(火) お部屋開放日10:00～13:00
6月21日(火) 読み聞かせ 10:30開始
6月28日(火) 七夕工作 10:30開始 (講師 圓入 近子さん)

・ところ 飯塚片島交流センター 2階和室
・定 員 5組
・参加費 無料(飯塚地区社協共催のため)
・申込み 飯塚片島交流センター

TEL 22ｰ2379(平日9:00～17:00)
申込みは毎回必要ですが、会員の方はお名前のみで受付します。
定員になり次第、受付を終了します。

❤いいかた子育て応援広場❤

交流センターだよりは飯塚市ホームページからも閲覧できます。https://www.city.iizuka.lg.jp/

センター休館日
５日（日）・１９日（日）

健康宣言

健康教室

朝活ウォーキング

スマホ相談室

どちらの講座も若干名、空きがありますので、ぜひお申込みください‼
☆申込み⇒飯塚片島交流センター TEL 22-2379(平日9:00～17:00)

料理教室 スマホ相談室

・と き 7月23日(土) 10:00～10:50(2名)

11:00～11:50(2名)

・ところ 飯塚片島交流センター 第1研修室

・内 容 スマホ個別相談会

・講 師 ARM-あるむ-

・定 員 各時間2名

・と き 7月19日(火) 10:00～12:00
・ところ 飯塚片島交流センター 家庭科調理室
・内 容 夏バテしない料理づくり
・講 師 杉 伊津子さん
・持ち物 エプロン・三角巾・持ち帰り用容器
・定 員 6名
※男性のみなさまもふるってご参加ください‼

※すべて必ず申込みが必要です！ 参加費は無料です！
☆申込み 飯塚片島交流センター TEL 22-2379(平日9:00～17:00)
6月1日(水)から先着順で受け付けます。定員に達した時点で締め切ります。

☆いいかたカレッジ☆ 5月号掲載分追加募集

毎月第4火曜日はウォーキングの日にしませんか！みんなで楽しく街なかやいろいろなところ
を歩きましょう♪飯塚市健幸ポイントの活動量計(歩数計)もお忘れなく‼
活動量計の登録も行いますので、まだお持ちでない方はこの機会にぜひお申込みください‼

夏バテしない料理をつくって暑い夏を乗り
切りましょう！持ち帰りになりますので、
容器をお持ちください☆



　
　　

７月は同和問題啓発強調月間です

福岡県では、毎年7月を「同和問題啓発強調月間」と定め各種啓発行事を実施し、差別をなくす取り組
みを展開しています。

例年、各交流センターで人権講演会を開催しておりますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、今
年の人権講演会は下記の要領で開催します。なお、事前申込制とさせていただき、電話・FAX・メー
ルで受付を行いますが、定員になり次第申込受付を終了させていただきますのでご了承ください。

・と き 7月2日(土) 開場13:00 開演14:00～15:30
・ところ 穂波交流センター・大ホール

・と き 7月11日(月) 開場18:00 開演19:00～20:30
・ところ イイヅカコミュニティセンター・401会議室

・演 題 助けてと言えるまち～「ひとりにしない」という支援～
・講 師 奥田 知志(おくだ ともし)さん
・主 催 飯塚市、飯塚市教育委員会、飯塚市人権教育・啓発推進協議会
・申込み 人権・同和政策課 TEL 22ｰ5500(内線1423) e-mail jinken@city.iizuka.lg.jp

立岩人権啓発センター TEL 26-1178 FAX 23-7048

お 知 ら せ コ ー ナ ー

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！～

★ﾌｧﾐﾘｰﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾌﾗﾊﾞｰﾙ・ﾎﾞｯﾁｬ・その他
【飯塚第一体育館】
・と き 6月6日(月)、20日(月)、

7月4日(月) 19:30～
・参加費 無料

【筑穂体育館】
・と き 6月7日(火) 、7月5日(火) 19:30～
・参加費 無料

●すべての講座共通のお願い●
※マスクを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。

ファミリー講座の開催

「パパと遊ぼう」講座で普段とは違う遊びをして、父子の絆を深めませんか。また、子育ての悩
みや不安を人気幼児教育専門家の熊丸みつ子先生に相談して、心も体も軽くしましょう。
同時開催でママ対象「アロマリラックスヨガ」講座も開催します。

・と き 7月9日(土) 10:00～11:30
・ところ イイヅカコミュニティセンター
・対 象 0歳～未就学児の子とその父母
・定 員 各講座15組
・申込み イイヅカコミュニティセンター TEL 22ｰ3274
★申し込み方法★
6月20日(月)、21日(火)、22日(水) 8:30～17:15電話受付(抽選)
当選者には6月23日(木)に電話連絡します。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止する場合もございます。

飯塚片島地区放課後子ども教室推進事業

★グラウンドゴルフ
【穂波グラウンド】
・と き 6月14日(火)、28日(火) 19:00～
・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中止や実
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 スポーツ振興課
TEL 22-0380(内線:2421)

飯塚片島地区社会体育振興会からのお知らせ

総会の書面議決を行った結果、過半数の賛成をいただきましたので、議案はすべて可決されました。
ありがとうございました。
☆事業予定の内容について☆
年齢別ソフトボール市大会(10/9予定)・市民バレーボール大会(10/30予定)の地区予選会は
行いませんので希望チームの話し合いで出場を決定いたします。市大会近くになりましたら
各チームへご連絡させていただきます。

5月26日(木)にまず飯塚小学校で子どもマナビ塾が始まりました。昨年から参加してくれている
子どもたちは、1学年上がったことでちょっぴりお兄さんお姉さんになっているように感じまし
た。新1年生の子どもたちは、初めてのことで少し緊張している様子でしたが、がんばっていま
した。写真は飯塚小学校のそろばんの様子です。片島小学校や合同での分は7月号・8月号で掲
載しますので楽しみにしていてください♪


