
　　

12月の行事

☆申込み 飯塚片島交流センター TEL 22-2379(平日9:00～17:00)
12月1日(木)から先着順で受付します。新型コロナウイルス感染予防のため、人数制限を
かけていますので、飯塚片島地区在住か勤務されている方を優先させていただきます。
空きがありましたら、地区外の方も受付いたします。ご理解の程お願いします。定員に達
した時点で締め切ります。新型コロナウイルス感染状況で変更や中止の場合があります。

飯塚片島地区の未就園児のお子様・保護者様、出産を控えているお母様、交流センターに遊びに
きませんか？ゆっくり過ごせるいこいの場所になればいいなと思います♪お待ちしています‼

・と き ①12月06日(火)折り紙リース作り 10:30～
②12月13日(火)クリスマスブーツ作り 10:30～

・ところ 飯塚片島交流センター 2階和室
・定 員 各5組
・講 師 ①圓入 近子さん

②篠木 三恵子さん
・参加費 無料(飯塚地区社協共催のため)
・共 催 飯塚地区社会福祉協議会
・申込み 飯塚片島交流センター TEL 22ｰ2379(平日9:00～17:00)

12月1日(木)から受付します。(先着順です)

02(金)11:00 いきいきサロン
02(金)終了後 ネットワーク委員会
07(水)13:30 片島地区民生委員・児童委員協議会
11(日)09:00 片島地区花の会 定例会
18(日)09:00 大掃除
19(月)19:00 片島地区地域安全推進隊 例会
26(月)18:30 片島支部自治会長会
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08(木)10:00 飯塚地区社会福祉協議会 執行部例会
13(火)11:30 長寿弁当
13(火)14:00 飯塚地区民生委員・児童委員協議会
15(木)10:00 飯塚片島校区老人クラブ会長会 定例会
22(木)18:00 飯塚支部自治会長会

センター休館日
４日（日）１８日（日）
年末年始休館日

１２月２９日(木)～１月３日(火)
変更・中止になる場合がありますので、
ご確認をお願いします。

❤いいかた子育て応援広場❤

☆いいかたカレッジ☆

フレイル予防教室

・と き 12月27日(火) 10:30～12:00
・ところ 健幸プラザ(本町商店街)
・内 容 明治安田生命の健康講座

包括支援センターくぬぎ苑の体操教室
帰りに体組成計に乗って計測忘れなし‼
活動量計を忘れないでくださいね‼

・定 員 20名
・共 催 飯塚地区社会福祉協議会

『元気ってこんなに楽しい～♪』をテーマ
にいいかたカレッジを開催しています‼健
康な身体づくりのために飯塚片島地区にお
住まいの皆さん、参加しませんか？
※申込みは初めての方のみおねがいします！

交流センターだよりは飯塚市のホームページからも閲覧できます。 https://www.city.iizuka.lg.jp

飯塚片島交流センター＆飯塚片島まちづくり協議会

青少年育成部会コラボ講座 絵を描こう!

飯塚片島まちづくり協議会

大学生による学習支援会

・と き 12月27日(火) 10:00～12:00
・ところ 飯塚片島交流センター 第1研修室
・内 容 絵画教室(出来上がった作品は、

一旦交流センターで預かります)
・講 師 日賀野 兼一さん(画家)
・対 象 飯塚・片島地区の小学生
・定 員 8名
・参加費 無料(※要申込み)
・持ち物 汚れてもいい服装、水筒、筆、絵の具、マスク

※筆・絵の具は交流センターでも
用意しています

・申込み 飯塚片島交流センター
TEL 22-2379(平日9:00～17:00)
12月1日(木)から先着順で受付します。

STEAM教育体験講座(嘉穂無線ホールディングス包括連携協定事業)

・と き 1月7日(土) 10:00～12:00
・ところ 飯塚片島交流センター 第1研修室
・内 容 プログラミング教室

自由自在にロボットをコントロールしてみよう！
※パソコン・ロボットはレンタルですので持ち帰りできません。

・対 象 飯塚小学校・片島小学校の3年生～6年生(先着10名)
(保護者1名同伴可)

・参加費 500円(※要申込み)
・持ち物 マスク(着用)、水筒、ハンカチ
・申込み 飯塚片島交流センター TEL 22-2379(平日9:00～17:00)

12月8日(木)から先着順で受付します。

料理教室

おせち料理を作ってみませんか♪今までの
おせちに追加で一品‼作ったことがない方
は新たに挑戦してもいいのでは？男性のみ
なさまもふるってご参加ください‼

・と き 12月20日(火) 10:00～13:00
・ところ 飯塚片島交流センター

家庭科調理室
・内 容 体に優しいおせち作り
・講 師 杉 伊津子さん 竹村 英子さん

(飯塚市食生活改善推進員)

・持ち物 エプロン・三角巾
・定 員 10名
・共 催 飯塚地区社会福祉協議会

・と き 1月5日(木)6日(金)
9:00～12:00

・ところ 飯塚片島交流センター
・対 象 飯塚小学校・片島小学校の

児童(先着50名)
・参加費 無 料(※要申込み)
・持ち物 勉強道具・水筒 ※マスク着用
・申込み 飯塚片島交流センター

TEL22-2379
(平日9:00～17:00)
12月8日(木)から先着順で
受付します。定員に達した
時点で締め切ります。

☆飯塚片島まちづくり協議会からのお願い☆
飯塚片島まちづくり協議会で、「あかね染めプロジェクト」の一環で牛乳パックを回収しています。

洗ってから持ってきていただけたら助かります。皆さまのご協力をお願いします！

・問合せ 飯塚片島交流センター TEL 22-2379(平日9:00～17:00)

昨年の制作分です♪



　
　　

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】
・と き 12月5日(月) 12月19日(月) 1月16日(月)19:30～

【筑穂体育館】
・と き 12月6日(火) 1月10日(火)19:30～

◎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 スポーツ振興課 TEL 22-0380(内線2421)

●すべての講座共通のお願い●
※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。

飯塚片島地区放課後子ども教室推進事業

3学期の子どもマナビの募集を12月9日(金)8:30から飯塚片島交流センターで開始します。募集
のチラシに関しては小学校で12月6日(火)に配布予定ですので、ご覧いただき興味のある児童の
皆さまはぜひお申込みをいただけたらと思います。人数に制限がありますので、なるべく早くお
申込みをお願いします。

二十歳を祝う会（旧：成人式）案内状の発送について

・対 象 平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの今年度20歳を迎える方

・と き 1月8日(日)13:00開式(受付12:00～)

・ところ 飯塚第一体育館(イイヅカコスモスコモンが改修工事中のため、会場が変更になっています)

・案内状 式典対象者に12月8日(木)までに届くよう発送します。(予定)

※届かなかった方や11月1日以降に転入された方は、12月9日(金)以降にお問合せください

・問合せ 生涯学習課 TEL 22-3274 または飯塚片島交流センター TEL 22-2379

二十歳を祝う会（旧：成人式）実施形式について
今年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため集合ＷＥＢ併用形式で実施します。

式典は飯塚第一体育館で開催し、当日来場できなかった方のために、Youtubeで式典の様子を配信し

視聴可能にします。※その他、詳細は市ホームページをご覧ください。

飯塚市小中学校PTA連合会教育講演会（動画配信）の開催

令和4年度の教育講演会は新型コロナウイルス感染防止対策のため、収録した動画の

オンデマンド配信にて開催いたします。

・内 容 癒しを届ける、自分応援コンサート

・講 師 音楽ユニット「てみてる」（荒牧輝信氏・荒牧てみ氏）

・配信期間 12月15日(木)～1月31日(火)

・参加方法 スマートフォンから視聴の方は右記QRコードを読み取りご視聴ください。

または飯塚市HP「生涯学習課からのお知らせ」よりご覧いただけます。

・問 合 せ 飯塚市立椋本小学校 TEL 22-1068

「子ども図書館ワークショップ」の開催について
子ども図書館を建設するにあたり、子どもたちと一緒にわくわくする「子ども図書館」のカタチを

描くワークショップです。皆様の理想・意見・要望等をお聞かせください。

・と き 12月17日(土)10:00～

・ところ イイヅカコミュニティセンター

・対 象 小学1年生～6年生までの児童と保護者

・定 員 親子30組(児童・保護者)

・参加費 無 料

・申込み ｲｲﾂﾞｶｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ－(中央公民館) TEL 22-3274

12月14日(水)までに電話にてお申込みください。(申込者多数の場合は抽選を行います。)

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止する場合もございます。

片島地区花の会 秋花壇コンクールで金賞受賞‼
今回のテーマはハロウィンで、片島小学校1年生の子どもたちが書いたメッセージを上に飾りました。
審査講評は、『テーマがハロウィンで色彩をよく考えられており、小学校・地域でまとまってい
る。』『全体的に大変良かったです。まず皆さんのコミュニティをすごく感じました。その結果だと
思いました。』『ハロウィンの演出が素晴らしかった。お年寄りから子どもたちまで巻き込んで、地
域の絆が強く感じられた。』ということでした。今年度は春も金賞を受賞されています♪本当におめ
でとうございます！またきれいなお花で楽しませていただけたらと思います。

まちなかイルミネーション大作戦

11月26日(土)にイルミネーションを設置

しました。日差しが強く、暑さを感じる

中、たくさんのボランティアの方々が来

てくださいました。本当にありがとうご

ざいます！点灯時間は17:00～23:00で、

緑道公園、芳雄橋、ヲソラホンマチに1月

13日(金)まで設置しています。多くの皆

さまに足を運んでいただけたらと思いま

す。まちを彩ったイルミネーションをお

楽しみください!!

お 知 ら せ コ ー ナ ー


