
　　

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、交流センターに遊びに
きませんか？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 8月23日(火)・30日(火)お部屋開放日 10:00～13:00
・ところ 飯塚片島交流センター 2階和室
・定 員 各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)
8月1日(月)から受付します。

03(水)13:30 片島地区民生委員・児童委員協議会
07(日)09:00 片島地区花の会 定例会
15(月)19:00 片島地区地域安全推進隊片島班
22(月)18:30 片島支部自治会長会

飯塚片島交流センターだより 第53号 令和4年8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

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

★ 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 ★

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

センター休館日
7日（日）２１日（日）

8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。

❤いいかた子育て応援広場❤

※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)

8月1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。
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。ご了承ください。

飯塚片島まちづくり協議会

ちびっこなつまつり 大学生による学習支援会

・と き 8月17日(水)18日(木)19日(金)
9:00～12:00

・ところ 飯塚片島交流センター
・対 象 飯塚小学校・片島小学校の児童(先着50名)
・参加費 無 料(※要申込み)
・持ち物 勉強道具・水筒 ※マスク着用

※どの講座も必ず申込みが必要です！申込みが無い方は参加できません。
☆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)
定員に達した時点で締め切りますのでご了承ください。
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

来られたらプー
ル出すかも⁉

☆いいかたカレッジ☆

STEAM教育体験講座(嘉穂無線ホールディングス包括連携協定事業)

・と き 8月20日(土) 10:00～12:00
・ところ 飯塚片島交流センター
・内 容 パソコンを使わないプログラミング教材

PIECE(ピース)を体験しよう！
※PIECE(ピース)はレンタルですので持ち帰りできません。

・対 象 飯塚小学校・片島小学校の1年生2年生(先着10名)
※保護者1名同伴

・参加費 500円(※要申込み)
・持ち物 筆記用具、水筒 ※マスク着用

・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8月3日(水)まで)
・内 容 ヨーヨーすくい、読み聞かせなど

フレイル予防教室 スマホ相談室

・と き 8月23日(火) 10:３0～12:00
・ところ 健幸プラザ(本町商店街)
・内 容 明治安田生命による健康講座

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

・と き 8月20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

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学べますよ！
市の情報普及のために毎月第2・4土曜日
を基本に月1回～2回開催していきます！
※今月は第3土曜日です

『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‼暑
い夏を健康に乗り切るためにも飯塚片島地
区にお住まいの皆さん、参加しませんか？

二十歳を祝う会実行委員大募集！
来年1月8日(日)に開催予定の二十歳を祝う会実行委員を募集しています。飯塚片島地区の実行委
員はまだ決まっていませんので、飯塚片島地区にお住まい(出身)の今年度20歳を迎える方で興味
があると思ってくれた方はぜひご連絡ください！お友達同士でやっていただけるならなおＯＫ‼
お待ちしています。
☆問合せ 飯塚片島交流センター TEL 22ｰ2379(平日9:00～17:00 土曜日9:00～12:00)

昨年の様子です♪



　
　　

「親子で楽しむ絵本の時間」
「こどもの広場」代表の横山眞佐子氏をお招きし、未就学児とその保護者を対象とした講演会と
読み聞かせを開催いたします。当日はたくさんの絵本に囲まれて親子で楽しみましょう。

・と き 8月27日(土) 13:30開演予定
・ところ イイヅカコミュニティセンター
・対象者 3歳以上の未就学児とその保護者を対象としますが、

本が好きな方はどなたでもご参加ください
・定 員 30名程度※未就学児とその保護者優先
・受 付 8月1日(月)から受付開始
・申込み 生涯学習課 TEL 22ｰ3274

飯塚片島地区放課後子ども教室推進事業

1学期の子どもマナビ塾は、夏休みの2校合同教室のお手軽菜園教室を除き、無事終了いたしまし
た。片島小学校のパステルアートセラピーでは、初めての子もいましたが、それぞれテーマに沿っ
て一生懸命に描いていました。2校合同の工作教室では、七夕の飾りや皿回しの工作を楽しみまし
た。1回目のお手軽菜園では、ペットボトルでマイじょうろを作ったり牛乳パックにベビーリーフ

を植えたりしました。2学期もお申込みされている皆さんに楽しんでもらえたらと思います。新型
コロナウイルス感染状況によっては変更・中止の可能性もありますので、ご了承ください。

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！～

★ファミリーバドミントン・その他
【筑穂体育館】
・と き 8月2日(火) 9月6日(火)19:30～
【飯塚第1体育館】
・と き 8月22日(月) 9月5日(月)・26日(月)

19:30～
◎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 スポーツ振興課 TEL 22-0380(内線:2421)

●共通のお願い●
※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します。

お 知 ら せ コ ー ナ ー

★グラウンドゴルフ
【穂波グラウンド】
・と き 8月9日(火) 8月23日(火) 9月13日(火)

19:00～
・参加費 100円

「二十歳(はたち)を祝う会」
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が、

飯塚市では今後もその年度に２０歳を迎える方を対象に式典を行います。
そのため、今年度から「成人式」は「二十歳を祝う会」に名称が変わります。

・と き 令和5年1月8日(日) 12:00～受付開始 13:00～式典開始 14:00終了予定
・ところ 飯塚第一体育館

(飯塚市文化会館〈飯塚コスモスコモン〉の改修工事により、例年とは会場が異なります)

●二十歳を祝う会実行委員募集●
令和5年1月8日に実施する二十歳を祝う会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
・申込期間 8月26日(金)まで
・申込み問合せ 生涯学習課 TEL 22-3274

片島小飯塚小

飯塚片島まちづくり協議会
～あかね染プロジェクト～

7月1日(金)に、頴田中学校2年生とあかね染め体験をし
ました。子どもたちは手際よく、またとても丁寧にあい
さつができていて、うれしく思いました。ハンカチもき
れいに染め上がっていました。

NPO法人人権ネットいいづか啓発講演会
「ネット人権侵害と部落差別の現実」～水平社創立100年、部落問題は今～

・と き 9月16日(金) 18:30～20:45
・と こ ろ イイヅカコミュニティセンター 4階 401
・講 師 川口 泰司 さん

山口県人権啓発センター事務局長
・主 催 NPO法人人権ネットいいづか・飯塚市
・申込み問合せ 人権ネットいいづか TEL/FAX 24-7582

☆入場無料 託児(要申込み)・手話通訳あり
☆要事前申込み制⇒申込み締め切り9月9日(金)
☆新型コロナウイルス感染状況により、中止の場合があります

合同教室


