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気温が下がってカラダがコチコチになっていませんか？
ゆっくりとした体操ですが体がポカポカしてきます♪

●日 時： 12月15日（木） 10時～11時半

●場 所：立岩交流センター2F 第2研修室

●参加費：無料

●対 象：一般成人男女

※立岩交流センターま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】

『元気アップ転倒予防体操』 『お正月の寄せ植え』

お花を飾って気持ちの良い新年を迎えませんか？

●講 師：クレアトゥール 池田由香さん

●日 時： 12月22日（木） 14時～15時半

●場 所：立岩交流センター2F 第3研修室

●参加費： 2500円（鉢・花代）

●定 員： 10組程度

※立岩交流センターま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】

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

●講 師：久保峰子さん

●日 時： 12月23日（金）10時～11時15分

●場 所：立岩交流センター2F 第2研修室

●材料費： 1000円

●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。

●日 時： 12月16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

●受付日：

立岩地区・・・12月5日（月）

立岩地区外・・・12月8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。

久しぶりの「ものづくり」講座です。
託児があるのでゆっくり楽しめます♪

『ぺったんアート』

※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

『ハーバリウムづくり』

立岩地区キャラバンのお知らせ

立岩地区青少年健全育成会が青少年非行防
止キャンペーン（街頭啓発キャラバン）を立岩地
区まちづくり協議会と合同で実施します。皆さん
ご協力をお願いします。

●日 時： 12月16日（金）16時から

●集合場所：立岩交流センター1F ロビー

1日 ネット・民協定例会
2日 地区連
4日 SDGs ビーチクリーン福津
5日 中学生ヨガ

子ども会定例会
6日 熟年者マナビ塾
7日 SDGs 出前授業（二中）
8日 ふれあい弁当
9日 SDGs 出前授業（一中）

今月の行事予定

13日 熟年者マナビ塾

サークル代表者会議

15日 一般講座「転倒予防体操」

16日 子育て講座「ぺったんアート」

青少健 街頭キャラバン

20日 熟年者マナビ塾

22日 一般講座「お正月の寄せ植え」

23日 子育て講座「ハーバリウムづくり」

27日 熟年者マナビ塾



今月のサークル案内

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・5 12 19 26

★洋裁1・2・・・・5 19 26

★囲碁3・・・・・・5 12 19 26

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・13 20 27

★おしゃれ絵手紙・・・13

★社交ダンス・・・6 13 20 27

【水曜日】
★日舞・智賀・・7 14 21 28

★着付・・・14 28

★歌謡1・・・7 14 21

★3Ｂ体操・・・7 14 21 28

★華道（水）・・・14

【木曜日】
★フォークダンス・・1 8 15 22

★ヨガＣ・・・・・・1 8 15 22

【金曜日】
★木目込1・2・・・2 16

★囲碁１・2・・・2 9 16 23

【土曜日】
★歌謡2・・・・・3 10 17

飯塚市小中学校PTA連合会教育講演会（動画配信）の開催

●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：令和4年12月15日（木）～令和5年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（☎0948-22-1068）

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。

今年度は、新型コロナウイルス感染予防のため集合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。

●問合せ：立岩交流センター （☎0948-23-6000）

または生涯学習課 （☎0948-22-3274）

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

●開催日時：令和5年1月8日（日） 13時開式（受付12時～）

●場 所：飯塚第一体育館

●発送日：式典対象者に12月8日（木）までに届くよう発送（予定）します。

案内状が届かなかった方や11月1日以降に転入された方は、

12月9日以降にお問合せください。

二十歳を祝う会（旧：成人式）実施形式について

～人権コラム～ 「子どもたちの健やかな育ちのために」

早いもので、2022年も余すところあと1か月となりました。
ロシアによるウクライナ侵攻も、終結の兆しもなく歳をこしてしまう
ようです。一体いつまで尊い命が失われるのか、つらい日々が続きま
す。

今年9月、静岡県牧之原市の認定こども園の送迎バスで園児の置き
去りによる死亡事故が起きました。驚くべきは、昨年の7月の中間市
の保育園送迎バスの事故に続いての2件目の事故だったことです。
子どもが守られるべき場所で命を落とす、あってはならないことで

す。
私の娘も保育士で、もう20数年勤務のベテランです。「本当に信じ

られない。でも、一日たりと同じ状況が続かない、何が起きるか気が
抜けない現場なのよ。」
今回の事故で、国は緊急対策として安全装置の義務付けなどを命じ

ています。しかし「現場の努力だけでは限界がある。国の緊急対策を
実施するには、職員が絶対的に不足している」との声があります。

日本の場合は3歳児の場合、20人に1人の保育士と義務付けられてい
ます。スウェーデンの場合、1クラス上限14人の園児に、3人の職員が
割り当てられていると言います。様々な要求をしてくる子どもたちに、
ゆとりを持って保育ができています。

日本では保育士資格を保有しながら従事していない潜在保育士が76

万人いるということです。もともとが女性就労の職種として、全産業

と比較して平均月収が約8万円低いのです。（女性差別です。）保母

は保育士と名称が変わりました。それに伴い条件もよくならなければ

保育士不足の解消にはつながらないでしょう。

飯塚市では数年前に保育所入所待ちの「待機児童」解消のために、
保育士募集に様々な補償をつけてきました。今、待機児童はいないの
ですが、保育士支援は行っているということです。
市は「飯塚市の子どもたちをみんなで守る条例」を制定。子どもた

ちの健やかな成長を見守るための「子ども家庭支援センター」（飯塚
市役所1階）も開設しています。私たち大人は、子どもたちが安心し
て生き生きと暮らせる環境づくりに努めなければと思います。

NPO人権ネットいいづか 人権同和啓発推進員 櫻本 悦子

12月4日～12月10日は人権週間です。
1948年12月10日、国連総会において「世界人権宣言」が採択

され、12月10日が「人権デー」と定められました。
日本では10日を最終日に「人権週間」として、全国
的な人権尊重のための活動を行っています。

「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。

●日 時： 12月17日（土）10時～ ●場 所：イイヅカコミュニティセンター

●定 員：親子30組（児童・保護者） ●参加費：無料

●対 象：小学一年生～六年生までの児童と保護者

●申込み方法： 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。）

☎0948-22-3274（イイヅカコミュニティセンター：中央公民館）

※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。


