
　　

2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)
2月1日(水)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。

・と き 2月14日(火) お部屋開放日 10:00～13:00 

2月21日(火) お部屋開放日 10:00～13:00
・ところ 飯塚片島交流センター 2階和室
・定 員 各5組
・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)2月1日(水)から受付します。(先着順)

01(水)13:30 片島地区民生委員・児童委員協議会
12(日)09:00 片島地区花の会 定例会
17(金)10:00 いきいきサロン
17(金)終了後 ネットワーク委員会 例会
27(月)18:30 片島地区自治会長会
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02(木)10:00 飯塚地区社会福祉協議会 執行部例会
07(火)10:30 飯塚地区福祉委員研修会
14(火)11:30 長寿弁当
14(火)14:00 飯塚地区民生委員・児童委員協議会
16(木)10:00 飯塚片島校区老人クラブ会長会 定例会
24(金)18:00 飯塚支部自治会長会

センター休館日
５日（日）１９日（日）

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 2月28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

パン教室

今回は老人クラブとコラボしてパン教室を
開催します！老人クラブの会員の方、飯塚
片島地区にお住まいの方、男性のみなさま
もふるってご参加ください‼

・と き 2月6日(月) 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 パンづくり
・講 師 中村 礼羽さん
・定 員 10名
・持ち物 エプロン・三角巾・水筒
・共 催 飯塚地区社会福祉協議会

飯塚片島校区老人クラブ
※作ったパンは食べずに持ち帰ります♪

3年ぶりに飯塚片島交流センターまつりを開催します‼新型コロナウイルス感染防止のため、内容は
大きく変更していますが、特に子どもたちに楽しんでもらえるように企画しました♪多くの皆さまの
ご参加をお待ちしています！

・と き 2月19日(日) 10:00～15:00
・ところ 飯塚片島交流センター

※交流センター駐車場は利用できません。
健幸プラザ駐車場(旧市営本町駐車場)をご利用ください。

・内 容 射的、ストラックアウト、ゲーム

おもちゃ、自治会加入案内
体組計測定、災害VR体験 など盛りだくさん！

・共 催 飯塚片島まちづくり協議会
飯塚支部・片島支部自治会
飯塚地区子ども会指導者連絡協議会
飯塚・片島地区公民館連絡協議会
飯塚片島地区社会体育振興会
飯塚片島地区青少年健全育成会
飯塚地区・片島地区社会福祉協議会

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

☆新型コロナウイルス対策のため、受付の際にお名前等をご記入いただきます。

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、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‼

4月から飯塚片島交流センターでサークル活動を希望されるグループは手続きをお願いします。

・受付期間 2月17日(金)まで

・開設条件 原則として、飯塚片島地区に在住又は勤務されている方で構成する10名以上で
かつ、「飯塚片島交流センターサークル設置基準」をご理解ご協力いただける
グループです。
☆1年毎にすべてのサークルの開設届の提出が必要です。

・申込み 飯塚片島交流センター TEL 22-2379
(平日9:00～17:00にご来館ください。)

☆サークル受講生の募集は、3月号でお知らせ予定です!!みなさまの受講をお待ちしています！

令和5年度サークル開設届の受付はじめます！

来年につなげる今年の一歩！！

当日ボランティアの中学生・高校生を募集します！
交流センターにお問合せください！



　
　　

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 2月6日(月) 2月20日(月)19:30～
【筑穂体育館】
・と き 2月7日(火) 3月7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)

飯塚ふれあいスポーツフェスタ
・と き 2月19日(日) 9:00～12:00

・ところ 飯塚第1体育館

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7種目体験できます!!

その他にも、脚筋力・反応時間等の各種測定

フリースロー・ストラックアウトなども行い

ます！ぜひご参加ください‼

※室内シューズ、シューズ収納袋を

ご持参ください。

お 知 ら せ コ ー ナ ー

●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。

熟年者マナビ塾発表会

開催時間変更のお知らせ
1月1日号でお知らせしておりました

熟年者マナビ塾発表会の開催時間が変更

になりましたのでお知らせいたします。

【変更前】2月4日(土) 9:00～12:00

↓

【変更後】2月4日(土) 9:30～11:30

・問合せ 生涯学習課 TEL 22-3274

積雪などによるｺﾐｭﾆﾃｨ交通の運休について
積雪などの悪天候や道路状況によりコミュニティバスが

事前の通知なく、急きょ運休となる場合があります。運

行状況については市役所もしくは各運行事業者にご確認

ください。

・問合せ

地域公共交通対策課

TEL 22-5500(内線1441・1442)

コミュニティバス運行事業者

筑穂・高田線 ㈲Shonai観光 TEL 83-1000

宮若・飯塚線 誠心物流㈱ TEL 96-4881

令和4年度 飯塚市小学校児童画展
飯塚市立小学校の児童が福岡県小学校児童画作品展に出品した描画・版画作品のうち

特選、入選、佳作の約720点を一挙に展示します。会場を埋め尽くす力作の数々を

どうぞご鑑賞ください。

・と き 2月25日(土) 9:00～19:00

2月26日(日) 9:00～17:00

・ところ 飯塚市穂波体育館

・入場料 無 料

・持参品 スリッパ等の上履き

・内 容 福岡県小学校児童画展において、飯塚市審査を経て筑豊地区審査へ進んだ作品

(特選、入選、佳作の飯塚市内児童分)を展示

・問合せ 飯塚市教育委員会 文化課文化振興係 TEL 22-3274

飯塚片島まちづくり協議会で1月5日(木)・6日(金)に学習支援会を、1月7日(土)にプログラミング講座を
行いました。学習支援会は、8月と同様、新型コロナウイルス感染防止のため、人数制限をし、食事をし
ないで行いました。学習の一環として、パンづくりやバルーンアート講座、工作講座なども取り入れ、
子どもたちも楽しく学ぶことができました。お手伝いに来てくださった飯塚片島まちづくり協議会の皆
さま、飯塚小学校PTAの皆さま、ご来館くださいました飯塚小学校の先生方、本当にありがとうござい
ました！プログラミング講座では飯塚小学校・片島小学校の3～6年生を対象にパソコンを使ってロボッ
トをコントロールする内容でした。どのように動かすかを考えてパソコンに入力している様子はとても
真剣で、みている私たちがその姿に惹きつけられました。

飯塚片島まちづくり協議会
学習支援会・プログラミング講座しました！

学習支援会♪ プログラミング講座☆

令和3年度の
様子です今年も飯塚小学校・片島小学校の卒業式・入学式に飯塚片島まち

づくり協議会で、飯塚第一中学校の卒業式・入学式には飯塚片島
まちづくり協議会と菰田・鯰田・立岩のまちづくり協議会との合
同で桜の樹を作成して子どもたちに送りたいと考えています。
手持ちの紙で書いた思い思いのメッセージをお持ちいただいても
いいですし、こちらで準備したものに書いていただいても大丈夫
ですので、皆さまの温かいご支援をお願いします。
今年も大輪の花を咲かせた桜の樹になればと思います♪

飯塚片島まちづくり協議会～卒業・入学記念の桜の樹～

お菓子大好きな子どもたち大募集‼将来のパティシエを目指す第一歩を踏み出しませんか♪

・と き 3月4日(土)13:30～15:30

・ところ 飯塚高校 製菓コース調理室

・対 象 飯塚片島地区在住の小学5年生から中学2年生

※保護者同伴も大歓迎です‼

・内 容 飯塚高校の生徒さんとお菓子作り

・定 員 10組※申込み多数の場合は抽選します。

定員に満たない場合でも地区外の方のお申込みはできません。

・持ち物 マスク・エプロン・三角巾・飲み物・タオル・上靴

・参加費 1組500円※当日集めます。(材料費の一部をご負担いただきます)

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

※2月20日(月)まで受付します。

※新型コロナウイルスの感染状況によっては変更や中止の可能性がありますので

ご了承ください。

飯塚片島まちづくり協議会大好評企画！めざせパティシエ💛

☆昨年の桜の樹です☆

昨年の様子です💗


