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二瀬地区の人口（５月末現在）
※（ ）対前月比

世帯数 １０，００２世帯 （＋ ２１）

男 ９，２００ 人 （＋ １１）
女 ９，４３６ 人 （－ ２０）

合 計 １８，６３６ 人 （－ ９）

発行 ： 二瀬交流センター

飯塚市横田８０９

☎・ＦＡＸ ２２－２１９６

【休館日】 ７月３日（日）・１７日（日）

～スマホを便利に活用しましょう～
iPhone編

① 基本操作 ② ＬＩＮＥ ・ ＰａｙＰａｙ

① ７月２５日（月）１０時～１１時３０分 ② ８月 ２日（火）１０時～１１時３０分

Android編

① 基本操作 ② ＬＩＮＥ ・ ＰａｙＰａｙ

① ８月２２日（月）１０時～１１時３０分 ② ９月 ５日（月）１０時～１１時３０分

※２回シリーズで行います。 共に①②連続の参加となっております。

ところ 二瀬交流センター 第１・第２研修室

講 師 原田 信克さん （九州工業大学情報教育支援士）

参加費 無料

持参品 お持ちの iPhone又は Androidスマホ、筆記用具

定 員 １５名

締切日 ７月１５日（金） ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。
申込方法 お電話で申し込みください。（申込時にスマホの種類をお知らせください）

問合せ先 二瀬交流センター TEL：FAX ２２－２１９６

「マグネシウム燃料電池カーを作ろう」講座の開催について

マグネシウムと塩水で発電して動く、燃料電池カーを作りませんか。

夏休みの自由工作にもぴったりです。 日 時 8月6日（土曜日）10時から

場 所 イイヅカコミュニティセンター 対 象 小学校低学年（保護者1名同伴）

定 員 20組 材料費 1,300円 （持ってくるもの） マスク・飲み物

申込み 7月20日（水曜日）9時から電話にて受付（先着順）

（申込先・問合せ）生涯学習課 TEL22－3274 ※コロナウィルス感染拡大の影響により中止する場合もございます。

二瀬流の山台と人形が新しくなりました。山台は川船製作研究会の大工、

藤崎宏幸氏が制作、人形は博多人形師の田中勇先生による「応神天皇」です。

７月１日（金）から１５日（金）まで

二瀬交流センターで展示していますので、ぜひご覧ください。

５月２２日（日）伊岐須小学校グラウンドにおいて開催された
地区年齢別ソフトボール大会の結果をお知らせします。

Aパート優 勝 新二瀬 Bパート優 勝 けやき台
準優勝 相 田 準優勝 高雄区

参加された選手の皆さん、お疲れさまでした。

１日（金）～１５日（金）二瀬流舁き山展示

４日（月） 早朝ソフトボールリーグ理事会
１３日（水） 民生委員・児童委員定例会
２５日（月） 交流センター講座「スマホ講座」

iPhone 基本操作 次回８月２日（火）

２７日（水） 交流センター講座「夏の時短料理」

７月 行事予定

★二瀬交流センター講座 「スマホ講座」

★二瀬交流センター講座 「夏の時短料理」
と き ７月２７日（水）１０時～１３時

ところ 二瀬交流センター 調理実習室

内 容 ポン酢仕立ての和風スパゲッティ、ビシソワーズ

夏野菜の肉そぼろかけ、チョコスコーン

講 師 高尾 純子さん （管理栄養士）

材料費 ５００円

持参品 エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具

定 員 １５名

締切日 ７月２０日（水） ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

申込先・問合せ先 二瀬交流センター TEL：FAX ２２－２１９６

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止・延期する場合もございます。

二瀬流の舁き山を展示しています！

 

★＜コミュニティ交通の運行について＞

大雨、台風・積雪などの悪天候や道路状況によりエリアワゴン・予約乗合タクシー

が事前の通知なく、急きょ運休となる場合があります。

運行状況については市役所もしくは各運行事業者にご確認ください。

【問合せ先】

飯塚市役所地域公共交通対策課 ℡0948-22-5500 内線1441・1442

エリアワゴン・予約乗合タクシー運行事業者 綜合交通㈱ ℡0948-22-1306



　　　　　　　　　　

人権の話　ちょっとひとこと

7月は同和問題啓発強調月間です
季節のお花とハーブを使った寄せ植えを製作しませんか。

また、製作した寄せ植えを長持ちさせる方法や、ハーブの活用方法を学びます。

日 時 7月23日（土曜日）10時から

場 所 イイヅカコミュニティセンター

対 象 大人向け（お子様同伴も可能）

定 員 15組

材料費 2500円

（持ってくるもの）

エプロン・マスク・ハンカチ・飲み物

申込み 7月5日（火曜日）9時から電話にて受付（先着順）

（申込先・問合せ）生涯学習課 TEL22－3274

※コロナウィルス感染症拡大の影響により中止する場合もございます。

～音楽活動をとおして「こころ」と「からだ」の健康づくり～
音楽サロンのお知らせ

音楽を楽しみながら介護予防に取り組む教室です♪
対象者：飯塚市に住民登録がある６５歳以上の人(送迎はありません)
日 時：令和４年７月２０日～９月７日（全６回） ※毎週水曜日 10：30～12：00
場 所：頴田交流センター（研修室2・3） 定 員：１５人程度（先着順）
問い合わせ先：飯塚市役所 高齢介護課 ☎0948-22-5500 （内線1141)

人権同和啓発推進員 上野美智子

皆様、こんにちは。二瀬交流センターも新築され、すばらしい施設環境の中、新しい年度を迎え
ました。新型コロナウイルスの感染も少し落ち着き、マスクの着用、三密生活を心がけながらも、
皆様の活動も少しずつ活発になってきているのではないでしょうか。新型コロナ感染の収束を願
いつつ、今年こそは自治会やサークルにおいて、皆様の顔を見ながら、人権啓発を進めていきた
いと願っています。6月、7月は二瀬交流センターにおいて各サークルにおける人権啓発に取り組
んでいます。テーマは「人権と私たちのくらし～高齢者の人権～」です。サークルの皆様、よろしく
お願いします。
さて、今年の2月24日にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まり、今もなお戦争は続き、
民間人を含めて多くの命が奪われています。ウクライナの人はこれまでに国外へ避難した人が
600万人を超え、国内で避難生活を余儀なくされている人が８００万人に上っているとのことです。
UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）は、紛争によって難民や避難民になった人がロシアによる
ウクライナ侵攻によって急激に増えて、世界全体で初めて一億人を超えたことを報告しています。
ウクライナだけではなく、アフガニスタン、エチオピア、ミャンマー等、多くの人が紛争によって苦し
んでいます。一日も早く戦争が終わり、ウクライナにそして世界に平和が戻ることを祈ります。戦
争は最大の人権侵害です。平和を守ることは人権を守ることです。本年度も皆様と人権について
考え、学習し、行動していきましょう。

「季節のお花の寄せ植えとハーブの活用方法を学ぼう」講座の開催について

「陶芸教室受講生募集」

市内在住のおおむね60歳以上の方を対象に、老後を健康で豊かな生きがいあるものとすること

を目的として「陶芸教室」を開催しています。

●対象者 おおむね60歳以上の市内居住者

●場所 飯塚市シルバー陶芸教室（伊川82番地45）

●内容 陶芸の制作、学習

●日時・受講料

A班：第1・3水曜日 10時～16時 （月4,800円）

B班：第1・3火曜日 10時～16時 （月4,800円）

C班：第2・4水曜日 10時～16時 （月4,800円）

D班：第3木曜日 10時～16時 （月2,400円）

E班：第2火曜日 10時～12時30分（月1,200円）

●受講期間 令和5年3月まで

●申込方法

申込書を高齢介護課窓口にご提出ください。（申込書は市ホームページからダウンロード可）

※電話での受付は行っておりません。

●問い合わせ先

飯塚市役所高齢介護課（本庁1階） TEL：0948-22-5500（内線1146）

★ファミリーバドミントン・その他
【飯塚第１体育館】

日 時 令和４年７月４日（月）、７月２５日（月）、８月１日（月）１９時３０分～

【筑穂体育館】

日 時 令和４年７月５日（火）、８月２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７月１２日（火）、７月２６日（火）、８月９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。

◎問合せ先 飯塚市役所 スポーツ振興課
☎２２－０３８０（内線：２４２１）

（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、保険適用外となりますので、参加者様ご自身での加入をお願いいたします。

ニュースポーツを一緒に楽しみましょう！
飯塚市スポーツ推進委員協議会よりお知らせ

皆様の申し込みお待ちしています！


