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

 

※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

●受付日：
立岩地区・・・8月8日（月）
立岩地区外・・・8月10日（水）

「ぺったんアート」

立岩地区まちづくり協議会＆頴田子育て支援センターコラボ事業

● 日 時：8月16日（火）10時～11時

8月25日（木）14時～15時

● 定 員：各回5名程度 ●参加費：無料

『ZOOM講座を受講するために』
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立岩地区まちづくり協議会・立岩交流センター主催の

講座がオンラインで受講できます。

「…といってもどうすればいいの？」という方のために

『ZOOM講座を受講するために』を開催

します。お電話でお申込みください。

6月16日

11月17日

介護予防セミナー（終了）

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（終了）7月21日

8月18日

9月15日

10月20日

日時
8月は明治安田生命さんの

「セカンドライフセミナー」です。

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』

※ご都合が合わない方はご相談ください。

●日 時：8月18日（木）

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

※定員に余裕がありますので

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≫

21日 「STEAM教育体験講座
inたていわ」

23日 熟年者マナビ塾
25日 ZOOM講座
26日 子育て講座

青少健 街頭キャラバン
30日 熟年者マナビ塾

1日 子ども会定例会

2日 熟年者マナビ塾

3日 立岩児童クラブ

（卓球バレー・五目お手玉）

夏休みこどもチャレンジ教室

（アンガーマネジメント）

4日 ネット・民協定例会

5日 地区連

7日 青少健 少年の主張大会

9日 熟年者マナビ塾

体育振興会会議

10日 夏休みこどもチャレンジ教室

（アンガーマネジメント）

11日 夏休みこどもチャレンジ教室

（ドローン）
16日 熟年者マナビ塾

ZOOM講座
17日 立岩児童クラブ（カローリング）

夏休みこどもチャレンジ教室
（アンガーマネジメント）

18日 健活講座
19日 子育て講座

今月の行事予定街頭啓発キャラバン
立岩地区青少年健全育成会では、青少年
非行防止キャンペーン（キャラバン）を行いま
す。皆さんのご協力をお願いします。

●日時：8月26日（金） 18時
●集合：立岩交流センター

●日時：8月19日（金）

10時～11時半

●場所：立岩交流センター 1F

第1研修室

●対象：0歳～6歳までのお子さん

と保護者6組まで。

●日時：8月26日（金）10時～11時半

●場所：立岩交流センター 2F 第2研修室

●対象：3歳以上のお子さんと保護者6組

※見守り託児あります。

今回はちょっと大きめのお子さんのための工作教室
です。3歳以下のお子さんの見守り託児もありますので、
上のお子さんとゆっくりした時間はいかがですか？

梅雨はあったのか？と言いたくなるくらいあっという間に
夏真っ盛りですね。
コロナ感染も第7波に入り心配の種は尽きませんが、交

流センターでは夏休みの子どもたちに向けた行事や、子育て世代の方々対象の行事等々で
盛り上げを図っており、センターを利用される皆さんや、サークル生の皆さんも夏の暑さに
負けない熱さで頑張っています。皆さんも、今しかできないことにチャレンジしてみませんか？
体調に気を付けて、熱中症対策を万全に熱い夏を乗り切りましょう。

立岩交流センター職員一同

「エコ工房さんと遊ぼう」

※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。



今月のサークル案内

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・1 8 22 29

★洋裁1・2・・・・1 22 29

★囲碁3・・・・・・1 8 15 22

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・9 23 30

★おしゃれ絵手紙・・・9

★社交ダンス・・・9 16 23 30

【水曜日】
★日舞・智賀・・3 10 17 24

★着付・・・10 24

★歌謡1・・・3 10 17

★3Ｂ体操・・・3 10 24 31

★華道（水）・・・10 24

【木曜日】
★フォークダンス・・4 11 18 25

★ヨガＣ・・・・・・4 11 18 25

【金曜日】
★木目込1・2・・・5 19

★囲碁１・2・・・5 12 19 26

【土曜日】
★歌謡2・・・・・6 13 20

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。

令和4年度「二十歳を祝う会」開催概要
●開催場所：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。）

●日 時：令和5年1月8日（日） 12時～受付開始 13時～式典開始 14時終了予定

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。

はたち

二十歳を祝う会実行委員募集

令和5年1月8日（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

●申込み期間：8月26日（金）まで

●申込み・問合せ：生涯学習課 ☎0948-22-3274

☎0948-22-5500（内線6455）

「親子で楽しむ絵本の時間」

●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

●日 時：8月27日（土）13時半開演予定

●場 所：イイヅカコミュニティセンター

●受 付：8月1日（月）から受付開始

●連絡先：生涯学習課 ☎0948-22-3274

●テーマ： 「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～

●講 師：川口 泰司さん

山口県人権啓発センター事務局長

●日 時： 9月16日（金） 18時半～20時45分

●場 所：イイヅカコミュニティセンター 4階 401

●入場無料・託児（要申込み）・手話通訳あり

※ 「要事前申込み」 申込み締め切り9月9日（金）まで

新型コロナウイルス感染症状況により、中止の場合あり

※申込み・問合せ
☎・FAX 0948-24-7582（人権ネットいいづか）

主 催： NPO法人人権ネットいいづか・飯塚市

NPO法人人権ネットいいづか啓発講演会

☆ 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・その他≫

【飯塚第1体育館】
●日 時： 8月22日（月）、9月5日（月）、9月26日（月） 19時半～

【筑穂体育館】
●日 時： 8月2日（火）、9月6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～

【穂波グラウンド】
●日 時： 8月9日（火）、8月23日（火）、9月13日（火） 19時～
●参加費： 100円

ニュースポーツを一緒に楽しみましょう！

「子どもの広場」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。


