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明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

立岩交流センター職員一同

～今年度二十歳を迎える皆様へ～

※記念品の贈呈及び福引抽選会について

①同封の入場券と引き換えに記念品をお渡ししますので、必ずご持参ください。

②抽選については、来場された方が対象となります。

③当日出席できない方は、1月10日（火）～1月31日（火）17時15分までの期間中

に入場券をご持参のうえ、各交流センターまたは中央公民館において、記念品

をお受け取りください。

●日 時：令和5年1月8日（日） 受付：12時 式典：13時～14時

●場 所：飯塚第1体育館（例年の会場と異なります。ご注意ください。

また、当日は体育館に土足でご入館いただけます。）

●式典内容： 13時 第1部 記念式典

13時40分 第2部 福引抽選会

※当日は来場いただいた順で座席を指定させていただきます
ので、ご了承ください。

１月休館日

１日(日)～３日(火)

１５日(日)

協力団体をはじめ、お手伝いいただける方、

関心のある方はご参加ください。

●日 時： 1月27日（金）19時半～20時半

●場 所：立岩交流センター2F 第4研修室

お知らせ 3月12日（日）開催予定の「た

ていわこどもマルシェ」事前説

明会を開催します。

★令和5年度のサークルの開設届を受け付けます★

●要 件：市内にお住まいの方または勤務されている方10名以上で構成されているグループです。

●提出期限： 1月20日（金） ●提出先：立岩交流センター

●提出方法：新規にサークルを開設される方は開設届を提出してください。

（開設届は立岩交流センター窓口にあります）

●注意事項：現在活動中のサークルで引き続き継続を希望される場合も、新しく開設届を

提出してください。

※サークルの募集期間は2月1日（水）～2月10日（金）までを予定しています。

詳しくは交流センターだより2月号でご案内します。

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： 1月19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』

～立岩地区まちづくり協議会主催～

●講 師：庄田清人さん

●日 時： 1月14日（土） 10時～12時

●場 所：立岩交流センター2F 第4研修室

※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】

『SDGsを学ぼう！
立岩まちづくり実践編』

立岩地区まちづくり協議会は小中学生、一般成人

を対象にSDGsの学習をすすめています。

日常生活や地域活動でのSDGsを自分ゴトに考え
てみませんか？

5日 ネット・民協定例会

6日 地区連

8日 飯塚市「二十歳を祝う会」

（飯塚第1体育館）

10日 熟年者マナビ塾

子ども会定例会

12日 民協・婦人部長合同会議

14日 SDGs一般講座

17日 熟年者マナビ塾

27日 子育て講座

「からすちゃんのお話会」

31日 熟年者マナビ塾

19日 一般講座「転倒予防体操」

20日 子育て講座

「かわいいこけ玉づくり」

24日 熟年者マナビ塾

26日 福岡県公民館実践交流会

（宗像ユリックス）

今月の行事予定



今月のサークル案内

【月曜日】
★ヨガＡ・・・・・・16 23 30

★洋裁1・2・・・・9 16 23  

★囲碁3・・・・・・9 16 23 30 

【火曜日】
★ヨガＢ・・・・10 17 24  

★おしゃれ絵手紙・・・10  

★社交ダンス・・・10 17 24

【水曜日】
★日舞・智賀・・11 18 25

★着付・・・11 25

★歌謡1・・・4 11 18

★3Ｂ体操・・・11 18 25

★華道（水）・・・11 25

【木曜日】
★フォークダンス・・12 19 26

★ヨガＣ・・・・・・5 12 19 26

【金曜日】
★木目込1・2・・・6 20

★囲碁１・2・・・6 13 20 27

【土曜日】
★歌謡2・・・・・7 14 21

熟年者マナビ塾発表会

学校の余裕教室や交流センターで

活動している熟年者マナビ塾の活動

成果を発表します。
作品展示や、どなたでも参加できる
体験コーナーなどが

ありますので、ぜひ、

ご来場ください。

●日 時： 2月4日（土） 9時半～11時半

●場 所：穂波交流センター 大ホール

●内 容：

◇「展示コーナー」

各塾での活動の様子や作品を

紹介します。

◇「交流体験コーナー」

モノづくりなどが体験できます。

●参加費：無料

●問合わせ：生涯学習課
0948-22-3274

☆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≫

～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： 1月16日（月）、1月30日（月）、2月6日（月） 19時半～

【筑穂体育館】

●日 時： 1月10日（火）、2月7日（火） 19時半～

≪飯塚ふれあいスポーツフェスタ≫

●日 時： 2月19日（日） 9時～12時 ●会 場：飯塚第1体育館

●内 容：カローリング、囲碁ボール、卓球バレーなど、ニュースポーツ

8種目体験できます‼

その他にも、脚筋力・反応時間などの各種測定も行います！

●持参品：室内シューズ、シューズ収納袋をご持参ください。

◇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。

●講 師：池田由香さん

●日 時： 1月20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 ●持参品：なし

●対 象： 0歳～6歳までのお子さんと

保護者 6組

土をさわる。緑にふれる。

忙しい日常から癒しの世界に
飛んでいきましょう！

●日 時： 2月3日（金）10時～11時15分

●場 所：立岩交流センター2F 第2研修室

●対 象： 0歳～6歳までのお子さんと

保護者 8組

2月3日は節分の日！楽しく豆をまいて
一年の福を呼び込みましょう♪

●受付日：立岩地区・・・1月10日（火）

立岩地区外・・・1月12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。

※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】

生活習慣は大事だってわかっているけど、

どうやって身につける？
これを知ると暮らしが楽になりますよ。

～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：芳野仁子さん

●日 時： 1月27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


