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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】 

日 時 令和 4年 11月 14日（月）、 

11月 28日（月）、12月 5日（月） 

19時 30分～  

【筑穂体育館】 

日 時 令和 4年 11月 1日（火）、12月 6日（火） 

19時 30分～ 

★グラウンドゴルフ 

【穂波グラウンド】 

日 時 令和 4年 11月 8日（火）、11月 22日（火） 

19時～ 

参加費 100円 

◎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。 

◎問合せ先 飯塚市役所 スポーツ振興課 

      電話：0948-22-0380(内線：2421) 

FAX：0948-26-4733 

参加共通事項 

〇発熱等の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。 

〇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。 

「１，２，３で知ろう！本の魅力」 

「子どもの広場」代表の横山眞佐子氏をお招

きし、市民を対象とした講演会を開催いたしま

す。「子どもが本に興味をもつにはどうしたら

いいか？」「読み聞かせにはどんな本がおすす

めか？」「本を読むとどんないいことがある

か？」子どもの読書活動に関わる多くの疑問に

ついて講師の横山氏から学びましょう。 

 

対象者 全市民  

定 員 ３０名程度 

日 時 令和４年１２月３日（土） 

１０時００分開演予定 

場 所 イイヅカコミュニティセンター 

受 付 １１月１日（火）から受付開始 

連絡先 生涯学習課 

TEL/FAX：０９４８‐２２‐３２７４ 

 菰田地区社会福祉協議会では、毎年１１月の第３水曜日に 

『ねんりんふれあい会食会』を開催しておりますが、今年度は

感染症対策のため一堂に会しての会食はいたしません。 

下記の日程にて をいたします。 
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＊配食当日に留守の方、お弁当が不要な方は、民生委員まで
ご連絡ください。 

＊当日配食時間にご不在の場合は、再度配食はいたしません
のでご了承ください。 

＊対象の方にはチラシを配付いたします。詳しくはチラシを
ご覧ください。 

 
 

※お問合せは、各地区の民生委員さんへお願いします。 

今年度のまつり菰田は、会場での飲食
を禁止して開催する旨をお伝えしました
が、最近の新型コロナウイルスの感染状
況などを考慮し、感染対策をとりつつ、
飲食していただけることとなりました。 
 
そのため、立食形式の飲食スペースを

設置いたします。たくさんの方に安心し
てまつりを楽しんでいただけますよう、
皆さまのご協力をお願いいたします。 
 
まつり開催による、新型コロナウイルス
感染の責任は負いかねますのでご了承く
ださい。 

まつり菰田の 

飲食スペース設置につきまして 

《 駐車場の場所 》 

8時30分～ 

近短大（出入口は裏門） 

ふれあいセンター菰田 

天理教 

10時30分～ 
下津眼科 

菰田小学校運動場 

 

１０月２６日（水）に、市役所職員による一斉清掃活動

として、交流センター職員で清掃活動を行いました。 

たばこの吸い殻や空き缶、ペットボトルの他、テレビや

電気カーペットなど、悪質な不法投棄がされていました。 

一人ひとりがモラルを守り、

きれいな町にするためにも、ゴ

ミのポイ捨てや不法投棄は絶

対にやめてください。 

    
  
  

 

 
 

 

10月28日（金）、菰田小学校４年生が社会科の

学習で交流センターを訪れました。グループに分

かれ地域の方を訪問し、自分たちで考えた質問に

答えてもらい学ぶという活動です。交流センター

では、水害について地域で取り組んでいる共助に

ついて学びました。 

質問に答えたことを、一生懸命に書きとめ、「持

ち帰ってグループでまとめ、みんなに発表します」

という言葉に嬉しい気持ちになりました。 

大きな鉢 

液晶テレビ 

ペットボトル 
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各講座や行事につきまして   ※ 感染症対策のため、距離をとって事業を行います。 
※ 開始前には、手洗いや手指消毒をしっかり行います。 
※ 朝、検温してください。熱がある場合や、体調不調の時は参加できません。 

 
・帽子のストラップ作り １０月７日（金） 

フリンジ付きストラップを作りまし
た。好きな色の糸を選んで、手順通り
に編んでいきました。コツをつかむま
でが難しかったです。プレゼント用に
包装して完成しました。 

 

  
  
 
 

  
 

 
  

 
  

 
 
 
 

 TEL/FAX  
  

 
・みそ作り １０月２１日（金） 

毎年恒例となりました、みそ作
りをしました。前日から大豆を煮
る準備にも参加いただきありがと
うございました。 

自分好みのみそができるといいですね！ 
 

 

 

 

菰田小学校の体育館で飯塚第一中学校と大和青藍高
等学校の吹奏楽部合同演奏会が行われました。 
 それぞれの学校ごとに、楽しい企画で構成された素
晴らしい演奏と、おなかにドンドン！響く楽器の迫力
に感動しました。 

飯塚第一中学校の演
目では、吹奏楽部顧問の
松宮先生が菰田小学校
卒業生ということもあ
り、菰田小学校校歌を新
アレンジで披露。 
観客席が沸きました。 

最後は、飯塚第一中学校
と大和青藍高等学校合同
での演奏が行われ、今回の

テーマ「つなぐかなでる」
を強く感じさせる演奏会
となりました。 

当日会場は、２００人もの方にお集まりいただき、大
盛況のうちに終了しました。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

９月３０日（金）に、日々、児童の下校を見守
ってくれている、井上次郎所長に菰田まちづくり
推進協議会から感謝状と記念品を贈呈しました。 

駅前交番に就任した当初に、長年見守り活動を
されていた元防犯・防災部会長の森山さんのこと
を知り、一緒に見守りするようになりました。 

一緒に活動する中で、地域の話をいろいろ聞く
のも楽しかったです、と話されました。 

 
 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

こもだっこ農園 農業体験！ 

に参加しませんか？
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  TEL/FAX  

 

 
 

１０月１日（土）に、菰田まち協 青少年育成部会と防犯・防災部会による「これからの子どもを考え

る集い」が行われました。菰田小学校の通学路を６つのエリアに分散し、地域みんなで「清掃活動」と

「危険個所点検」をしました。当日は、たくさんの子どもたちや地域の皆さんに参加していただきまし

た。危険個所を改善できるよう、これからも行動していきたいと思います。 

 

危険個所点検の後は、菰田小学校体育館で、飯塚警察

署の交通第一課の警察官による「交通安全教室（自転車

講習会）」を開催いたしました。 

 子どもたちは、講師の警察官の話を真剣に聞いて、自

転車に乗るときの注意事項をクイズで出題されたとき

にも、元気に答えていました。 

教わったことを活かして気を付けて運転しよう！ 

出発前に検温をいたします。３７．５度以上熱の
ある方は参加できません。その場合、または当日
キャンセルについての料金の返金はできませんの
でご了承ください。 

 

  
   

 

・電子黒板を使って講座を行いました。 

市から、各交流センターに
配置された電子黒板を使って
作業の手元を大きく映し出し
ました。見やすかったです☆ 

今後も様々な事業で利用し
ていきたいと思います。 

 
 

 

１０月９日（日）、筑穂多目的グラウンドにて
年令別ソフトボール大会が行われました。菰田地
区は選抜チームを組んでの出場となりました。 

１回戦…菰田チーム １８ 対 ３ 新二瀬チーム 

２回戦…菰田チーム ０ 対 １４ 庄内チーム 
出場された皆さん、お疲れさまでした☆ 

毎年活動しておりますが、その都度たくさんのゴミが集まります。

活動した次の日に清掃した道を通ると、もうゴミが落ちている状況

もあります。菰田の町をきれいに保つには、地域の皆さんの協力が

必要です。ご協力をお願いします。 

 
 

 
  

※バスハイクなどを除く 

子どもたちに 

“次郎ちゃん”の

愛称で慕われて 

います。 


