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●日 時： 11月23日（水祝） 10時～11時30分

●場 所：立岩交流センター

●対 象：立岩小学校3年生以上

●定 員： 15組（できるだけ保護者同伴でお願い

します。）

●申込み： 11月1日（火） 9時より

※学校にチラシを配布しています。

『STEAM教育体験座」

※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】

●日 時： 11月17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

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。

11月は「元気アップ転倒予防教室」です。

～ 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』
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10日 ふれあい弁当

婦人部長会議

11日 地区連

15日 熟年者マナビ塾

17日 健活講座

18日 子育て講座

20日 子ども会 ウォークラリー大会

青少健 飯塚市小学生討論会

（サンシャイン頴田）

21日 婦人部講習会

22日 熟年者マナビ塾

23日 「STEAM教育体験講座

inたていわ」

25日 子育て講座

29日 熟年者マナビ塾

1日 熟年者マナビ塾

4日 ネット・福祉委員合同研修会・

民協定例会

まち協文化体育部会

7日 中学生ヨガ

子ども会定例会

8日 熟年者マナビ塾

今月の行事予定

～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～

こどもの性教育

●講 師：長崎みなこさん

●日 時： 11月25日（金）10時～11時15分

●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

※託児あります。

※ZOOM配信あります。

産前産後ヨガ

●講 師：稲垣和子さん

●日 時： 11月18日（金）10時～11時15分

●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

●持参品：動きやすい服装、水分補給できるもの

※ZOOM配信あります。

●受付日：

立岩地区・・・11月7日（月）

立岩地区外・・・11月10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。

妊娠、出産でママのカラダには大きな変化や

負担が表れます。

ヨガを通して心と体を整えましょう。

「性教育は子どもの未来を守るもの」です。

ちいさいころから家庭で話し合える環境づくりを

していきましょう。

※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



今月のサークル案内

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・7 14 21 28

★洋裁1・2・・・・7 21 28

★囲碁3・・・・・・7 14 21 28

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・8 15 22

★おしゃれ絵手紙・・・8

★社交ダンス・・・1 8 15 22

【水曜日】
★日舞・智賀・・2 9 16 23

★着付・・・9 23

★歌謡1・・・2 9 16

★3Ｂ体操・・・2 9 16 23

★華道（水）・・・9 23

【木曜日】
★フォークダンス・・3 10 17 24

★ヨガＣ・・・・・・3 10 17 24

【金曜日】
★木目込1・2・・・4 18

★囲碁１・2・・・4 11 18 25

【土曜日】
★歌謡2・・・・・5 12 19

【穂波グラウンド】

●日 時： 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 ☎0948-22-0380（内線2421）

≪ファミリーバドミントン・その他≫

≪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： 11月14日（月）、11月28日（月）、12月5日（月） 19時半～

【筑穂体育館】

●日 時： 11月1日（火）、12月6日（火） 19時半～

☆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。

★立岩交流センター学習室にあります★

★ こいごころ （畠中 恵）

★夜に星を放つ （窪 美澄）

★ 希望の糸 （東野 圭吾）

★ 奇跡 （林 真理子）

★ スクープの犬 （平沼 正樹）

★ 夜の道標 （芦沢 央）

★ばけばけばけばけばけたくん

かくれんぼの巻 （岩田 明子）

★やさいのがっこう

いちごちゃんはやさいなの？ （なかや みわ）

★「アミ小さな宇宙人」ファンブックありがとう、

アミ。みんなで手を取り次の世界へ

（奥平 亜美衣・曽根 史代）

★ありんこトロッコ （おおい じゅんこ）

★おむつのなか、みせてみせて！

（ヒド・ファン・ヘネヒテン）

★でんでんむしのかなしみ （新美 南吉）

★60歳からの手ぶら人生 （弘兼 憲史）

★ありがとうの神様 （小林 正観）

★「眼の筋トレ」でスッキリ！よく見える！

1日3分ビジョントレーニング （北出 勝也）

★あぶないときはいやです、だめです、

いきません 子どもの身を守るための本

（清水 奈穂）

★此の世の果ての殺人 （荒木 あかね）

★スナックキズツキ （益田 ミリ）

●対象者：全市民 ●定 員： 30名程度

●日 時： 12月3日（土） 10時開演予定

●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 ☎0948-22-3274

「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。


