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子育て講座「あいあい」

● 対 象：0歳～６歳までの保護者 定員6組
● 受付日：立岩地区…6月6日（月）

立岩地区外…6月9日（木）
※お電話でお申込みください。
《平日9時～17時 土曜日9時～12時》

※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。
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５日(日)・１９日(日)

立岩交流センター

新立岩8番13号

23-6000
FAX 23-6001

●日 時：6月17日（金）

10時～11時15分

●場 所：立岩交流センター

1階 第1研修室

「ペッたんアート」
手形・足型をとります♪

「あかちゃんの歯のはなし」

●日 時：6月24日（金）10時～11時15分

●場 所：立岩交流センター

1階 第1研修室

あかちゃんと一緒に「乳歯」の

お話を聞きます。

※ＺＯＯＭ配信あります。

「えだまめちゃんの日」
ふたごちゃん、みつごちゃんの会です。

●日 時：7月1日（金）10時～11時15分

●場 所：立岩交流センター

2階 第2研修室

※託児あります。お申込みの際に
お伝えください。

◆公民館連絡協議会会長 井上 有比古 ◆自治会長会会長 浅野 洋
◆青少年健全育成会会長 徳島 勝 ◆社会体育振興会会長 花元 憲久
◆福祉ネットワーク委員会委員長 田中 雅寿
◆社会福祉協議会会長 阪下 一仁 ◆老人クラブ会長 日野 正文
◆婦人部部長 瓜生 ゆかり ◆子ども会会長 竹下 浩司

※順不同 ※敬省略

◆立岩自治会 日野 正文 ◆旧芳雄自治会 古賀 浩一
◆新飯塚東自治会 井上 有比古 ◆柏の森自治会 柳田 光重
◆新飯塚西自治会 田中 雅寿 ◆久世ヶ浦自治会 久保 源子
◆芳雄自治会 稲田 悦男 ◆川島自治会 福間 豊

※順不同 ※敬省略

令和4年度の人権同和推進員に各自治会から以下の方々が推薦されました。推進員の
皆さんには、地域における同和問題をはじめとするあらゆる人権問題に係わる相談や啓発、
研修会の開催などのお世話をしていただくことになります。人権問題について、自治会の

皆様のなお一層のご理解とご協力をお願いします。

6月16日

11月17日

介護予防セミナー

セカンドライフセミナー

人生１００年時代セミナー

元気アップ転倒予防教室★

内容予定

元気アップ転倒予防教室★

元気アップ転倒予防教室★7月21日

8月18日

9月15日

10月20日

日時

立岩地区まちづくり協議会＆明治安田生命コラボ事業 「健活講座」
健康をサポートするお話を聞いたり、カラダを

動かして心身ともに健康長寿をめざしましょう！
● 6月16日（木）から毎月第3木曜日（全6回）

● 時 間：10時～11時半

● 場 所：立岩交流センター

● 参加費：無料

● 対 象：一般成人男女 定員12名

● その他：★印の日（7月、9月、11月）の持参品

・動きやすい服装 ・水分補給できるもの

・ヨガマットかバスタオル ・上履きは不要

※お電話でお申込みください。 ≪平日9時～17時 土曜日9時～12時≫

スマホを使いこなそう！ 「スマ活講座」
● 6月14日（火）、21日（火）、28日（火） 全3回

● 時 間：10時～11時半

● 場 所：立岩交流センター

● 参加費：無料
● 対 象：一般成人男女 定員10名
● 持参品：スマートフォン（IDやパスワードが必要

な場合がありますので控えてきてください。）

スマートフォン、持っては

いるけど、、電話だけ、、、

そんな方におススメの講座

です。スマートフォン操作

の基礎からはじめます。

※お電話でお申込みください。 ≪平日9時～17時 土曜日9時～12時≫



2日 ネット・民協定例会
福祉委員合同研修会

3日 地区連
5日 立小運動会
6日 中学生ヨガ

子ども会定例会
7日 熟年者マナビ塾
8日 青少健総会
9日 ふれあい弁当

婦人部長会議

10日 ZOOM講習会
敬老会実行委員会

14日 熟年者マナビ塾
スマホ初心者講座

16日 健活講座
17日 子育て講座
21日 熟年者マナビ塾

スマホ初心者講座
22日 ZOOM講習会
23日 交流センター運営審議会
24日 子育て講座
28日 熟年者マナビ塾

スマホ初心者講座

今月の行事予定 今月のサークル案内

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・6 13 20 27

★洋裁1・2・・・・6 20 27

★囲碁3・・・・・・6 13 20 27

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・14 21 28

★おしゃれ絵手紙・・・14

★社交ダンス・・・7 14 21 28

【水曜日】
★日舞・智賀・・1 8 15 22

★着付・・・8 22

★歌謡1・・・1 8 15

★3Ｂ体操・・・1 8 15 22

★華道（水）・・・8 22

【木曜日】
★フォークダンス・・2 9 16 23

★華道（木）・・・2 16

★ヨガＣ・・・・・・2 9 16 23

【金曜日】
★木目込1・2・・・3 17

★囲碁１・2・・・3 10 17 24

【土曜日】
★歌謡2・・・・・4 11 18

【とき・ところ】
●7月2日（土） 穂波交流センター・大ホール

開場13時 開演14時～15時半
●7月11日（月） イイヅカコミュニティーセンター・401会議室

開場18時 開演19時～20時半
【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 さん （おくだ ともし）
【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

※問合せ 人権・同和政策課
☎0948-22-5500（内線1423）
☎0948-26-1178（立岩人権啓発センター）

FAX  0948-23-7048（立岩人権啓発センター）

e-mail    jinken@city.iizuka.lg.jp

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、令和4年7月の人権講演会は下記
の要領で開催します。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、
事前申込み制とさせていただきます。電話・FAX・メールで受付を行
います。なお、申込み期限前でも定員になり次第、申込み受付を終
了させていただきます。

☆ 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）

≪ファミリーバドミントン・フラバール・ボッチャ・その他≫

【穂波グラウンド】
●日 時：6月14日（火）、6月28日（火） 19時～
●参加費：100円

【飯塚第1体育館】
●日 時：6月6日（月）、6月20日（月）、7月4日（月） 19時半～

【筑穂体育館】
●日 時：6月7日（火）、7月5日（火） 19時半～

≪グラウンドゴルフ≫

～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！

ファミリー講座の開催について

「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。

● 日 時：7月9日（土）10時～11時半
● 場 所：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

★申込み方法★

6月20日（月）、21日（月）、22日（水）
8時半～17時15分 電話受付（抽選）
当選者には6月23日（木）に電話連絡します。

☎0948-22-3274（イイヅカコミュニティセンター）

※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。


