
　　

9月の行事

※すべて必ず申込みが必要です！季節のお花の寄せ植え以外の参加費は無料です！
☆申込み 飯塚片島交流センター TEL 22-2379(平日9:00～17:00)

9月5日(月)から先着順で受付します。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。

・と き 9月29日(木) 10:00～12:00
・ところ 飯塚片島交流センター 第1研修室
・内 容 季節のお花の寄せ植え
・講 師 佐藤 久美子さん
・定 員 5名
・材料費 2,500円

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 9月13日(火)お部屋開放日 10:00～13:00

9月20日(火)大きな絵本の読み聞かせ 10:00～13:00(内20分程度)

・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)

9月5日(月)から受付します。

07(水)13:30 片島地区民生委員・児童委員協議会
11(日)09:00 片島地区花の会 定例会
16(金)11:00 ふれあい給食サービス
26(月)18:30 片島支部自治会長会
※片島地区ネットワーク委員会は中止です
※片島地区地域安全推進隊片島班の夜の分は中止です

飯塚片島交流センターだより 第54号 令和4年9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 ★

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

センター休館日
４日（日）１８日（日）

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❤

☆いいかたカレッジ☆

飯塚片島交流センターのロビーを模様替えしました！
赤ちゃんや小さいお子さま連れのお父さんお母さんにも気軽に来ていただけるように遊
びスペースを作りました‼子育てに関する冊子などもわかりやすく設置しています。散
歩中の気分転換や子育ての情報収集など、お気軽にお立ち寄りください！絵本の貸し出
しもしていますので事務室にお声掛けください♪

フレイル予防教室 スマホ相談室

・と き 9月27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

包括支援センターくぬぎ苑の体操教室
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

・と き 9月3日(土)・17日(土)
10月1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-

スマホのこと何でも聞いてください！個別
相談で1回50分とっています。安心して
ゆっくり相談してください！
市の情報普及のため、毎月土曜日に1回～2
回開催しています！

『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‼健
康な身体づくりのために飯塚片島地区にお
住まいの皆さん、参加しませんか？

飯塚片島交流センター ロビーを模様替えしました❤

料理教室

・と き 9月20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 お酒のおつまみをつくりましょ
・講 師 杉 伊津子さん 竹村 英子さん
・持ち物 エプロン・三角巾
・定 員 6名
・共 催 飯塚地区社会福祉協議会

秋の夜長にぴったりなお酒のおつまみ
を作ります！男性のみなさまもふるっ
てご参加ください‼

季節のお花の寄せ植え

秋のお花の寄せ植えをします♪いろいろな
お花を楽しんでください！

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



　
　　

飯塚片島地区放課後子ども教室推進事業
2学期の子どもマナビ塾は、飯塚小学校は9月8日(木)にそろばん教室が、片島小学校は9月15日
(木)にパステルアートセラピーが始まります！お申込みの皆さまには8月下旬に学校を通じて決定
通知書をお配りしていますのでご確認ください。夏休みの菜園教室では、牛乳パックで作った植木
鉢やペットボトルリサイクル製品の植木鉢を使って、ベビーリーフやスプラウトブロッコリーを植
えました。育てる楽しさや野菜のおいしさを知るいい機会になったのではと思います！

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
【飯塚第1体育館】
・と き 9月5日(月) 9月26日(月)19:30～
【筑穂体育館】
・と き 9月6日(火) 10月4日(火)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 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 9月13日(火) 9月27日(火) 19:00～
・参加費 100円
【伊岐須小学校 運動場】
・と き 9月25日(日) 9:30～

訪問型サービスＡ従事者研修受講者募集

介護予防・日常生活総合事業における「訪問型サービスＡ(生活援助サービス)」のヘルパーとしての
資格を取得できる研修です。介護の基礎について学びます。介護のお仕事を始めるきっかけにして
みませんか。
・と き ①10月11日(火) ②10月18日(火) ③10月25日(火) ④11月1日(火) 13:00～17:00

※全4回 ※11月8日(火)に変更になる場合あり
・ところ 飯塚市役所201会議室 ※オンライン研修に変更の場合あり
・定 員 20名程度(先着順)
・募集締切 9月30日(金)※必着
・応募方法 電話(下記問合せ番号)・メール(koureikaigo@city.iizuka.lg.jp)

郵送又はFAX(25-6214)
・問合せ 高齢介護課事業所係 TEL 22-5500(内線1131) 

飯塚市消費生活センターからのお知らせ
★★★困ったときは一人で悩まずにご相談ください。★★★

そのネット注文「定期購入」では!?「受け取り拒否」では解約になりません！ 「お試し」「初回限定●円」
「解約可能」など、お得感を強調したネット広告を見てサプリメント、美容・化粧品、健康食品などを注文
する時は確定ボタンを押してしまう前に必ず確認を！

☆1回限りの購入ですか？
「初回だけ注文」したつもりでも、「〇カ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの表示が
あれば2回目以降も届きます。

☆2回目からはいくらですか？
「初回」価格と「2回目以降」の価格は違います。途中解約には追加支払いが必要な場合があります。

☆解約の方法は？
1回限りで・簡単に・無料で解約できますか？電話がつながらないからと言って、勝手に「受け取り
拒否」「返品」してはいけません。業者のルールに基づいて手続きを行わないと解約にならないた
め請求は続きます。

・問合せ 飯塚市消費生活センター TEL 22ｰ0857
飯塚小学校区・片島小学校区熟年者マナビ塾

熟年者マナビ塾生 大募集！！

熟年者マナビ塾では、自主的な学習活動や学校支援活動を行っています。
学習活動として、創作や脳トレなど、塾生の皆さまで楽しく行っています。
また、学校支援活動の中では、むかし遊びや九九の聞き取りなどの学習支援を行い
子どもたちと交流を図っています。(コロナ禍のため、内容は変更する場合があります)
それぞれの校区にお住まいの60歳以上の皆さま、多くのご参加をお待ちしています。

・問合せ 飯塚片島交流センター TEL 22-2379

飯塚片島まちづくり協議会では8月6日(土)にちびっこなつまつりを、8月17日(水)～19日(金)
に学習支援会を、8月20日(土)に嘉穂無線ホールディングス包括連携協定事業のPIECE(ピース)
を使用したプログラミング講座を行いました。新型コロナウイルス感染防止のため、こまめに
消毒を行い、密にならないように気を付けました。学習支援会では大学生のお兄さんお姉さん
が教えてくれました。また飯塚小学校のPTA役員の保護者の方が手伝いに来て下さったり、先
生が見学にきて下さったりして子どもたちも喜んだと思います。お忙しい中、ありがとうござ
いました。

飯塚片島まちづくり協議会
☆夏の事業のご報告☆

ちびっこなつまつり

学習支援会

プログラミング
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