
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  令和４年１０月１日 

発行：飯塚市穂波交流センター 

★休館日 第２・４日曜日    

TEL：0948-24-7458 

FAX：0948-24-7460 

●日  時：１０月２２日(土)１４時～１６時 

●場  所：穂波交流センター 大ホール 

●講  師：かもん まゆ さん(一社 スマートサプライビジョン特別講師) 

●対  象：０歳～未就学児をお持ちの保護者とその家族 

●申  込：穂波・立岩地区在住の方…１０月４日(火)９時より受付 

      上記以外在住の方…１０月７日(金)９時より受付 

      申し込み受付は、いずれも平日９時～１７時、土曜日９時～１２時 

定員になり次第締め切ります。 

●申込み先：穂波交流センター(0948-24-7458)・立岩交流センター(0948-23-6000) 

●募集人数：穂波地区…２０組 立岩地区…２０組 

●参 加 費：無料 

●主  催：穂波まちづくり協議会・立岩地区まちづくり協議会 

●共  催：穂波子育て支援センター 

●後  援：飯塚市 

気象状況の変化でしょうか、飯塚市でも毎年、大型の台風接近やゲリラ豪雨による避難指示が出るように

なりました。こんな時だからこそ、いざという時、大切な子どもたちを守り、安心させてあげられるよう

に、できることから始めてみませんか？ 

★日 時★        ★会 場★        ★講 師★ 

●１０月１８日(火)１９時～   穂波交流センター     飯塚市国際政策課 

●１０月２７日(木)１９時～   高田小学校        人権ネットいいづか 

●１１月１０日(木)１９時～   若菜小学校        人権ネットいいづか 

●１１月１７日(木)１９時～   穂波人権啓発センター   学校人権教室 

●１１月２４日(木)１９時～   小中一貫校穂波東校    飯塚市国際政策課 

【試合結果】 

 Aパート・・・優勝：椿   準優勝：堀池 

Bパート・・・優勝：弁分 A 準優勝：太郎丸二区 

        

 

９月１１日(日)、秋空の下、穂波地区自治公民館

対抗ソフトボール大会が開催され、９自治公民館が

参加し、太陽の陽射しに負けず元気はつらつ試合を

楽しんでいました。 
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これは、県内各地域の公民館活動の振興に顕著

な功績があった方へ贈られるものです。 

池本館長は、朝の見守り活動などの地域防犯活

動に取り組まれていること、大村館長は、高齢者

が健康的に過ごせる行事を計画、実施し、地域の

活性化に貢献されていること、また、お二人とも

１５年以上の長きにわたり、地域のために尽力さ

れていることが評価されての受賞となりました。 

平恒本町自治公民館の池本武富士館長及び、振興自治公民館の大村哲也館長が令和４年度福岡県

公民館連合表彰を受賞されました。 

８月２７日(土)、三小田静雄さんをお迎えして、第 6 回穂波地区人権

講演会、「人生修行の旅～この病気と付き合って～」が開催されました。 

 人生の途中で、何かしらの障がいを抱えてしまうことは、だれにでも

起こりうることで、家族の支えと多くの方々からの励ましで、前に進ん

でいくことができているとのことでした。 

 人を思いやり、誰かのために行動することのすばらしさ、ともに歩ん

でいくことの大切さについて気づかされる講演会でした。 

穂波まちづくり協議会の協力団体である「穂波女性部 水仙」が、

「公益財団法人 がんの子どもを守る会(CCAJ)」九州北支部副代表

幹事の内藤真澄さんへ、手作りの点滴ポシェットを贈呈しました。こ

の手作りポシェットは、内藤さんから CCAJ を通じて抗がん剤治療

などで入院している子どもたちに配られました。 

後日、「九州大学病院小児医療センター親の会すまいる」代表の舟

木幸子様より、感謝状をいただきました。 

※直接現地へお越しください 

※中学生以下の方は、保護者同伴でお願いします。 

※雨天・曇天の時は中止します。 

●問合せ…穂波交流センター 

℡：0948-24-7458 

１０月８日(土) １９時～２０時半 

１０月２２日(土) １９時～２０時半 

●日 時  10月２２日(土)1０時半～１１時半  

●場 所  穂波交流センター 視聴覚室 

●問合せ   穂波図書館 ℡：0948-29-1172 

ボランティアさん達によるおはなし会です。 

定員１０組(先着順・申し込み不要) 

子ども対象でプレゼントがあるよ☆ 

○１０月８日(土)  １１時～  

おはなしポッケのおはなし会 
○１０月１２日(水)  １０時半～  

かててDEおはなし会 

●問合せ…穂波図書館 ℡：0948-29-1172 

〈池本館長〉 〈大村館長〉 



カレーがおいしかったし 

スキーも楽しかった！ 

(４年生男の子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇展示期間…11月 12日(土)・13 日(日) 2日間 

○受付期間…11月 5 日(土)・6 日(日)・8 日(火)の

３日間 13 時～16時まで(時間厳守) 

○受付場所…穂波郷土資料館(穂波図書館入口左側)  

○出品点数…一人２点以上５点以内 

○出品料……一人 2,000円(文連会費含む) 

※但し、コロナ渦の感染状況によっては、上記の

出品点数等について制限・変更する場合がござい

ます。その場合、受付当日に連絡します。 

 

第 8 回飯塚総合文化祭穂波会場が 11 月 12 日(土)・1３日(日)の日程で開催されます。 

穂波会場では、これまで体育館を使用していた展示部門も穂波交流センターに集約して実施することとな

りました。そのため、作品展示スペースがコンパクトになることから、一般の方からの“趣味の作品コーナ

ー”を見合わせることとなりました。出品の準備をしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんが、

何卒ご了承ください。 

 

○規格と諸注意 

△ A4サイズ以上で額装および枠張り 

△ 額面装はガラス張り又はアクリル仕様 

△ 作品毎に、裏面に画題・住所・氏名を添付 

△ 額装・枠張りには吊り下げ紐(または金具等)を 

  しっかり結ぶこと。 

△ 展示作品の落下等による損傷の保障はいたしま 

せん。 

●搬 入…11 月 11 日(金)午前中 

●搬 出…11 月 13 日(日)16時以降 

●連絡・問合せ…世話人 大場 茂幸 

℡：090 -1874-9681 

 ９月１１日(日)、晴天の中、穂波まちづくり協議会椋本校区部会で「野外

体験活動」が行われ、椋本小学校４年生と６年生の元気いっぱい１０人の

子どもたちが参加しました。 

午前中はウォークラリーで頭と体を使い、お昼はおいしいカレー。 

午後からのスキー体験では、インストラクターの説明を聞いて上手に滑っ

ていました。 

初めてスキーをして、最初は怖

かったけど、だんだんと楽しく

なった。楽しみにしていたので、

山頂から滑ることができてうれ

しかった！(４年生女の子) 

台風１１号接近で開催が心配されましたが、当日は好天に恵ま

れ、無事に開催することができました。 

青空の下、体の使い方を学び、より遠くへ、より高く、より速く体

が使えるよう、日本スポーツ協会公認陸上競技コーチの指導の下、

さわやかに汗を流していました。 



★カローリング大会 

【飯塚第１体育館】 

●日 時…１１月６日(日)  

９時受付・９時半開始 

●対 象…飯塚市民の方ならどなたでも 

●参加費…無料 

●申込期限…１１月２日(水) 

●申込先 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…１０月１７日(月) ・３１日(月) 

１９時半～ 

【筑穂体育館】 

●日 時…１０月４日(火)・１１月１日(火) 

 １９時半～ 

◎グラウンドゴルフ 
【穂波グラウンド】 

●日 時…１０月 1１日(火)・２５日(火) 

 １９時～ 

●参加料…100 円 

【伊岐須小学校 運動場】 

●日 時…９月２５日(日) ９時半～ 

◎誰でも参加できます※事前申し込み不要 

◎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 

    ℡：0948-22-0380(内線2421) 

 

○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、参加者様ご自身の保険で 

対応をお願いします。 

●対象者…市内在住で 20 歳以上の方 

●日 時…10 月 23 日(日)9 時～12 時 

(受付 9 時～10時) 

●場 所…穂波体育館 

●内 容…新体力テスト 

(年齢によって測定項目が異なります) 

【20～64 歳】握力・上体起こし・長座体前屈・ 

反復横跳び・急歩・立幅跳び 

【65～79 歳】握力・上体起こし・長座体前屈・ 

開眼片足立ち・10m 障害物歩行・6 分間歩行 

●指導員…飯塚市スポーツ推進委員 

●持ってくるもの…室内シューズ・運動着 

※電話にてお申込みください。 

(住所・氏名・生年月日・年齢・電話番号) 

※募集締め切り 10 月 21 日(金)17:00 まで 

●申込み・問い合わせ…スポーツ振興課  

℡：0948-22-0380(内線 2421) 

 

台風、大雨、積雪などの悪天候や道路状況によ

りエリアワゴン・予約乗合タクシー・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。 

【問合せ先】 

・飯塚市役所地域公共交通対策課  

℡：0948-22-5500 内線 1441・1442 

・エリアワゴン・予約乗合タクシー運行事業者： 

穂波タクシー㈱ ℡0948-22-1040 

・コミュニティバス運行事業者 筑穂・高田線： 

 ㈲Shonai 観光  ℡0948-83-1000 


