
　　

九州地区子ども会育成連絡協議会表彰

06(水)13:30 片島地区民生委員・児童委員協議会
10(日)09:00 片島地区花の会 定例会
15(金)11:00 ふれあい給食サービス
15(金)14:00 ネットワーク委員会
19(火)19:00 地域安全推進隊片島班
25(月)18:30 片島地区自治会長会

飯塚片島交流センターだより 第52号 令和4年7月１日発行
★編集・発行 飯塚片島交流センター
★飯塚市本町20番17号 TEL/FAX 22-2379

★ 飯塚地区 ところ：飯塚片島交流センター ★ ★ 片島地区 ところ：片島公民館 ★

05(火)11:30 長寿弁当
05(火)14:00 飯塚地区民生委員・児童委員協議会
07(木)10:00 飯塚地区社会福祉協議会 執行部例会
14(木)10:00 飯塚片島校区老人クラブ会長会 定例会
26(火)18:00 飯塚地区自治会長会

7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を開催してい
ます‼6月号でも掲載していましたが、まだ空きがありますのでお申込みを
お待ちしています！

・と き 7月26日(火) 10:３0～12:00
・ところ 健幸プラザ(本町商店街)
・内 容 フレイル予防の講座

帰りに体組成計に乗って乗り損ねなし‼
活動量計を忘れないでくださいね‼

・定 員 20名
・共 催 飯塚地区社会福祉協議会

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 7月12日(火) プール遊び 10:30開始
7月19日(火) お部屋開放日 10:00～13:00
7月26日(火) プール遊び 10:30開始

・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)
・共 催 飯塚地区社会福祉協議会
・申込み 飯塚片島交流センター

TEL 22ｰ2379(平日9:00～17:00)
7月4日(月)から受付します。

❤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
３日（日）・１７日（日）

健康宣言

朝活ウォーキング改め、
今回はフレイル予防教室

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・竹村 英子さん
・持ち物 エプロン・三角巾・持ち帰り用容器
・定 員 10名

※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)

飯塚片島交流センター＆飯塚片島まちづくり協議会青少年育成部会コラボ講座 絵を描こう!

・と き 7月29日(金) 10:0０～12:00
・ところ 飯塚片島交流センター 第1研修室
・内 容 絵画教室(出来上がった作品は、一旦交流センターで預かります)
・講 師 日賀野 兼一さん(画家)
・対 象 飯塚・片島地区の小学生
・定 員 8名
・参加費 無料
・持ち物 汚れてもいい服装、水筒、筆、絵の具

※筆・絵の具は交流センターでも用意しています
・申込み 飯塚片島交流センター TEL 22-2379(平日9:00～17:00)

7月4日(月)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。

飯塚・片島地区青少年健全育成会からのおしらせ

飯塚地区で長年尽力いただいていて、現在福岡県子ども
会育成連合会の役員でテンペラ画家の日賀野兼一さんが
令和2・3年度九州地区子ども会育成連絡協議会で表彰
されています！飯塚片島交流センターでは『絵を描こ
う！』のコラボ講座でも毎回講師として来てくださって
います♪今回の受賞、本当におめでとうございます。

7月14日(木)に飯塚第一中学校区の青少年健全育成会で非行防止キャ
ラバンを行います。生徒の下校時間に合わせ、1４:50と19:３0の2
回に分けて正門・裏門で非行防止に関するチラシを配ります。青少年
健全育成会、飯塚片島まちづくり協議会の皆さまのご協力をお待ちし
ています。例年行われています、地域でのキャラバン隊は暑さのため
延期いたします。ご理解のほどよろしくお願いします。

令和3年度
福岡県青少年健全育成図画コンクール表彰

写真は昨年の様子です！

昨年7月のコラボ講座『絵を描こう！』に
参加した、片島小学校4年生の室井はなさ
んが審査員奨励賞を受賞しました！おめで
とうございます‼

ちびっこなつまつり

・と き 8月6日(土)10:30～
・ところ 飯塚片島交流センター
・対 象 飯塚片島地区の

未就学児とその家族の皆さま
・参加費 無 料(※要申込み)
・内 容 ヨーヨーすくい、読み聞かせなど
・申込み 飯塚片島まちづくり協議会

事務局(飯塚片島交流センター内)
TEL 22-2379
(平日9:00～17:00)
8月3日(水)締切

※新型コロナウイルス感染状況によって
変更や中止の場合があります。

来月からは第1・3週に変更します！
ただし8月は第3週のみの開催予定です‼



指定避難所

飯塚第1体育館

イイヅカコスモスコモン
R4年6月13日～R5年5月1日まで

大規模改修工事のため利用できません

飯塚小学校

飯塚片島交流センター ◎

中央公民館(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ) ◎

○

◎

◎

○

片島小学校

水害

◎

地震

◎

○

●非常時の持ち出し品の準備●(いいづか防災(冊子)から抜粋)
どのような物をどれだけ備えるかは、一人ひとり異なってきます。また、災害時に必要な
物は時間の経過に伴って変化していきます。長時間の対応に備え、下記を参照に確認・準
備しておきましょう。

【貴重品】
□現金(小銭を含む)
※公衆電話用に10円玉、100円玉

□自宅・車の予備のキー
□健康保険証
□身分証明書(運転免許証など)
【携帯電話・スマートフォン等】
□携帯電話・スマートフォン
□バッテリーパック、ACアダプター
【非常食品等】
□非常用食品
□ミネラルウォーター
【救急医療品】
□常備薬(持病薬)
□お薬手帳

【懐中電灯】
□懐中電灯(できれば一人にひとつ)
□電池(切れていないか確認)
【その他】
□衣類(下着・上着など)
□生理用品
□粉ミルク・哺乳瓶・離乳食

(赤ちゃんに必要なもの)
□ウェットティッシュ
□ハブラシ
□マスク
□メガネ
□タオル など

「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

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。
・と き 7月23日(土曜日) 10:00～
・ところ 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 2,500円
・持ち物 エプロン・マスク・ハンカチ・飲み物
・申込み 7月5日(火曜日) 9:00から

電話にて受付(先着順)

「マグネシウム
燃料電池カーを作ろう」講座

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。
・と き 8月6日(土曜日) 10:00～
・ところ 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
・持ち物 マスク・飲み物
・申込み 7月20日(水曜日) 9:00から

電話にて受付(先着順)

・申込み問合せ 生涯学習課 TEL 22-3274

※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。

お 知 ら せ コ ー ナ ー

◎の指定緊急避難場所とは…
差し迫った災害の危険から逃れ、命を
守るために緊急的に避難する施設や場

所です。災害発生の可能性がある地区
の指定緊急避難場所から開設していき
ます。

〇の指定避難所とは…
自宅が被災した被災者が一定の期間、
生活をおくる施設です。

大雨などの災害の多い季節です。今一度確認・準備をおねがいします！

広報いいづか６月号より…コロナ禍での避難所開設について
※従来、市の避難所は「指定緊急避難場所」の中から、災害の状況に応じて随時開設し
ていきます。しかしながら、令和4年度の出水期も避難所での密を避けるため、避難情
報を発令した地区内の避難所(飯塚片島地区では、飯塚片島交流センター・中央公民館・
片島小学校・飯塚小学校の４ヶ所)を一挙に開設します。その他の避難所(飯塚片島地区
では飯塚第１体育館)は災害の状況に応じ、追加開設を検討します。

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コミュニティバスが事前の通知なく、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 地域公共交通対策課 TEL 22-5500 内線1441・1442

コミュニティバス運行事業者 筑穂・高田線 (有)Shonai観光 TEL 83-1000
宮若・飯塚線 誠心物流(株)        TEL 96-4881

飯塚片島まちづくり協議会より

出水期における避難所運営についての説明会を片島地区は6月6日(月)10:00から片島小学校
で、飯塚地区は6月21日(火)・22日(水)19:00から飯塚片島交流センターで行いました。関
係者の皆さまにご参加いただき、ありがとうございました。昨年に続き、新型コロナウイル
ス感染予防のため、避難所の収容人数が従来の3分の1程度となることから、交流センターだ
けでなく飯塚小学校やコミュニティセンターにも分散して避難をおこなっていただきますよ
うお願いしています。各避難所の担当職員より感染予防対策を講じた避難所運営についての
説明がありました。
新型コロナウイルス感染予防のため、収容人数の変更だけでなく、運営自体も感染予防に配
慮した方式にしなくてはならないため、これまで以上に運営に携わる人員が必要になります。
避難所が開設された際は交流センター・市職員で行き届かない面が発生する可能性があるた
め、まちづくり協議会や各団体の皆さまにはいざという時に関わっていただけるよう説明会
の案内をさせていただき、ご協力を依頼しました。災害の際には、皆さまのお力をお借りし
たいと思いますので、改めてご協力をお願い申し上げます。
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