
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。

 

スマホを使いこなそう！

「スマ活講座」

スマートフォン、
持ってはいるけど…
電話だけ…
そんな方にオススメの講座です。
スマートフォン操作の基礎からはじめます。

●日 時：10月11日（火）、18日（火）、25日（火） 全3回

10時～11時半

●場 所：立岩交流センター

●参加費：無料 ●定 員： 10名

●対 象：一般成人男女

●持参品：スマートフォン（IDやパスワードが必要な場合があります

ので控えてきてください。）

※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】
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『健活講座』

※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】

『たていわマルシェ』開催予定！

★日 時： 10月30日（日） 10時～14時

★場 所：立岩交流センター

新鮮野菜・お惣菜 多肉植物・雑貨など

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！
たくさんのご来場お待ちしています。

●日 時： 10月20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

11日 熟年者マナビ塾

スマホ初心者講座

13日 ふれあい弁当

婦人部長会議

18日 熟年者マナビ塾

スマホ初心者講座

20日 健活講座

21日 子育て講座

22日 立岩・穂波合同「防災ママ

カフェ」開催

25日 熟年者マナビ塾

スマホ初心者講座

28日 子育て講座

30日 たていわマルシェ

飯塚市市民バレーボール大会

3日 中学生ヨガ

子ども会定例会

4日 熟年者マナビ塾

6日 ネット・民協定例会

7日 地区連

9日 飯塚市年齢別ソフトボール

大会

今月の行事予定

●日 時： 10月28日（金）10時～11時半

●場 所：立岩交流センター1F 第１研修室 集合

●対 象： 0歳～6歳までのお子さんと保護者 6組

※雨天時は室内遊びとなります。

※歩きますのでベビーカーなどをご準備ください。

※帽子や日傘、水分補給などの対策も忘れずにお願いします。

おさんぽハロウィン

●受付日： 立岩地区・・・10月11日（火） 立岩地区外・・・10月13日（木）

※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。

※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】

ぺったんアート

●日 時： 10月21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

立岩交流センターから出発して新飯塚商店街のほうへお散歩します！

新飯塚商店街には知る人ぞ知るハートフルなお店がたくさんあります。

お店を訪問して「TRICK OR TREAT！」でお菓子をゲットしましょう♪

～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～

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。
10月は「人生100年時代セミナー」です。



今月のサークル案内

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・3 10 17 24

★洋裁1・2・・・・3 17 24

★囲碁3・・・・・・3 10 17 24

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・11 18 25

★おしゃれ絵手紙・・・11

★社交ダンス・・・4 11 18 25

【水曜日】
★日舞・智賀・・5 12 19 26

★着付・・・12 26

★歌謡1・・・5 12 19

★3Ｂ体操・・・5 12 19 26

★華道（水）・・・12 26

【木曜日】
★フォークダンス・・6 13 20 27

★ヨガＣ・・・・・・6 13 20 27

【金曜日】
★木目込1・2・・・7 21

★囲碁１・2・・・7 14 21 28

【土曜日】
★歌謡2・・・・・1 8 15

『防災ママカフェⓇ』

●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 （飯塚市秋松408）

●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

●参 加 費：無料

●お申込み：◇立岩地区在住の方…10月4日（火） 9時より受付開始

立岩交流センター（☎0948-23-6000）

◇穂波地区在住の方…10月4日（火） 9時より受付開始

穂波交流センター（☎0948-24-7458）

◇上記地区以外の方…10月7日（金） 9時より受付開始

穂波交流センターまたは立岩交流センター

※申込み受付は、いずれも、平日9時～17時、土曜日9時～12時

●募集人数：各交流センター20組

※各交流センター共に、定員になり次第締め切らせていただきます。

●そ の 他：託児について

会場内にキッズコーナーを設け、スタッフによる見守りを行います。

【問合せ先】

台風や積雪などによる
コミュニティ交通の運行について

飯塚市役所地域公共交通対策課 ☎0948-22-5500 （内線1441・1442）

コミュニティバス運行事業者

筑穂・高田線 （有）Shonai観光 ☎0948-83-1000

宮若・飯塚線 誠心物流（株） ☎0948-96-4881

台風、大雨、積雪などの悪天候や道路状況により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。

☆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：飯塚市役所 スポーツ振興課 ☎0948-22-0380（内線2421）

【穂波グラウンド】

●日 時： 10月11日（火）、10月25日（火） 19時～ ●参加費： 100円

◇マスクは着用してご参加ください。 ◇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。

≪ファミリーバドミントン・その他≫

【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できます ●参加費：無料 ●申込期限：11月2日（水）

●申込先：飯塚市役所 スポーツ振興課 ☎0948-22-0380（内線2421）

≪カローリング大会≫

≪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～

【飯塚第1体育館】

●日 時： 10月17日（月）、10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～

参加共通
事項

●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）

●募集締切り： 10月21日（金）17時まで

●申込み・問合せ：スポーツ振興課 ☎22-0380（内線2421）

この機会に体力測定をしてみませんか。お気軽にご参加ください。

いざという時、大切なこどもたちを守り、安心させてあげられるように、

できることからはじめませんか？


