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※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・・・9月5日（月）
立岩地区外・・・9月8日（木）

●日時：9月16日（金） 10時～11時半
●場所：立岩交流センター 1F 第1研修室
●講師：白土麻衣さん
●対象：0歳～6歳までのお子さんと保護者 6組
●持参品：バスタオル・水分補給できるもの

●日時：9月30日（金） 10時～11時半

●場所：立岩交流センター 2F 第2研修室

●講師：稲富博美さん

●対象： 0～6歳までのお子さんと保護者 6組

※あかちゃんと同室。見守り託児あります。

※ZOOM配信もあります。

あかちゃんの予防接種について正しく
知って安心して受診しましょう。

～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～

あかちゃんもママも癒される時間をつくりましょう。

ベビーマッサージ あかちゃんの予防接種のおはなし

● 日 時：9月21日（水） ①10時～11時 ②14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の講習会』

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。
ZOOMで講座に参加するのは難しくありません。興味のある方は
「ZOOM講座を受講するための講習会」にご参加ください！

※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（終了）

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

～ 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』
● 日 時：9月15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
● 持参品： 運動しやすい恰好、

飲み物、バスタオル、

タオル

※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≫

★日時：10月30日（日）10時～14時
★場所：立岩交流センター

大好評の『たていわマルシェ』、今回は新しいお店がたくさんやって
きます！詳しい内容は10月の交流センターだよりに掲載します！

※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。

健康をサポートする

お話を聞いたり、カラ

ダを動かして心身とも

に健康長寿をめざしま

しょう。
9月は「元気アップ転
倒予防教室」です。

1日 ネット・民協定例会

2日 地区連

5日 中学生ヨガ

子ども会定例会

6日 熟年者マナビ塾

8日 ふれあい弁当
11日 立子連 親子ふれあい

球技大会（ボッチャ）

13日 熟年者マナビ塾

15日 健活講座

16日 子育て講座

20日 熟年者マナビ塾

21日 ZOOM講座

27日 熟年者マナビ塾

30日 子育て講座

今月の行事予定

※前日に予防接種を受けられる場合はベビーマッサージ

ができません。 ※ZOOM配信もあります。

今年度もコロナウイルス感染拡大予防のため、以下の行事が
中止になりました。楽しみにされていた方々には大変申し訳あり
ませんが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

立岩地区行事中止のお知らせ

★立岩地区年齢別ソフトボール大会

★立岩地区バレーボール大会

★立岩地区敬老会 ★立岩地区住民大運動会



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。

●日 時：①10月11日（火）、②10月18日（火）、

③10月25日（火）、④11月1日（火）

13時～17時 ※全4回

※11月8日（火）に変更になる場合あり

●会 場：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：☎・メール（koureikaigo@city.iizuka.lg.jp)

郵送又はFAX（0948-25-6214）

●問合せ：高齢介護課事業所係

☎0948-22-5500（内線1131）

訪問型サービスA従事者

研修受講者募集

今月のサークル案内

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・5 12 19 26

★洋裁1・2・・・・5 19 26

★囲碁3・・・・・・5 12 19 26

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・13 20 27

★おしゃれ絵手紙・・・13

★社交ダンス・・・6 13 20 27

【水曜日】
★日舞・智賀・・7 14 21 28

★着付・・・14 28

★歌謡1・・・7 14 21

★3Ｂ体操・・・7 14 21 28

★華道（水）・・・14 28

【木曜日】
★フォークダンス・・1 8 15 22

★ヨガＣ・・・・・・1 8 15 22

【金曜日】
★木目込1・2・・・2 16

★囲碁１・2・・・2 9 16 23

【土曜日】
★歌謡2・・・・・3 10 17

～立岩小学校で、子どもたちと一緒に
学校生活を楽しんでみませんか～

『熟年者マナビ塾』とは・・・

☆週に一度、小学校に通い、マナビ塾教室で午前中3時間の

学習を行います。

☆学習内容は、塾生みんなの話し合いで決めています。

☆自主的な活動では、「体操」・「折り紙」・「切り絵」・「クラフト」

などを行っています。また、学校支援ボランティア活動も

あり、学校からの要請に応じて行っています。

休み時間には、子ども達が遊びに来ます。

●活動日：毎週火曜日に開催 8時50分～11時30分

●場 所：立岩小学校 2階（マナビ塾教室）

●対象者：おおむね60歳以上の方

●問合せ先：立岩交流センター ☎0948-23-6000

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！

確認のポイント

① 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 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。

③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。

困ったときは一人で悩まずにご相談ください。

飯塚市消費生活センター ☎0948-22-0857

☆ 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： 9月5日（月）、9月26日（月） 19時半～

【筑穂体育館】
●日 時： 9月6日（火）、10月4日（火） 19時半～

≪グラウンドゴルフ≫

【穂波グラウンド】
●日 時： 9月13日（火）、9月27日（火） 19時～
●参加費： 100円

～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！


