
 

穂波交流センターまつりは、穂波交流センターサークルが一年間の活動成果を発表される場です。

令和元年度(第 29 回)がコロナで見送りとなって以来、中止が続いていましたが、この度、4 年ぶり

に開催されることとなりました。交流センターがリニューアルされて初めての開催にもなります。こ

の間に新規に発足したサークルもありますので、ぜひ、お越しください。 

 

 

 

 

 

 

 4年ぶりに！ 

 

 

３月 1２日(日)  

10時～15時 

※受付は 14 時半まで 

和室にて抹茶・煎茶

のお点前を披露いた

します。お茶券は

400円です。 

今回、うどん・

おにぎりなどの

飲食コーナーは

ありません。 

 

穂波交流センターで活動しているサークルの発表の場となります。

みなさん、ぜひお越しください！ 

  令和５年３月１日 

発行：飯塚市穂波交流センター 

★休館日 第２・４日曜日    

TEL：0948-24-7458 

FAX：0948-24-7460 

 

３月 11日(土)  

13時～17時 

３月 12日(日)  

9時～16時 

１階ロビーにて

事前に録画した

７サークルの発

表を上映します。 

３月 11日(土)  

13時～17時 

３月 12日(日)  

9時～16時 

ロビー、研修室、視聴

覚室にて多くのサーク

ルが出展いたします。 

３月 12日(日)  

８時 50分 

～13時 20分 

大ホールにて 10 サーク

ルの発表があります。 

 

３月 11日(土)  

13時～17時 

2階研修室にて、 

どなたでも自由に

対局をおたのしみ

ください。 

 

 



 

命令アイコンをならべてプログラムを作り、フォロを思いのままに動かしてみよう！ 

今回はプログラミングの「基本」について学びます。初めてのお友達、大歓迎です‼ 

●日 時：3 月 25 日(土)10 時～12 時 

●場 所：穂波交流センター 視聴覚室 

●講 師：九州工業大学情報教育支援士 

     稲富 篤信 先生 ・ 平川 善之 先生 ・ 阿部 典子 先生 

●対 象：小学３・4・5 年生 

●定 員：10 名(先着順) 

●参加費：500 円(当日集金) 

●持参品：水筒・ハンカチ 

●申込期間：3 月 20日(月)まで 

     平日 8時半～17 時 15 分 土曜日 8 時半～12 時 

●申込先：穂波交流センター ℡:0948-24-7458 

●主 催：穂波交流センター 

※「フォロ」はレンタルです。お持ち帰りできません。 

 

 

コミュニティセンターで学習している皆さんや関

係団体の方々が成果発表や催し物などを行います。ぜ

ひお越しください！！ 

●日 時：3 月 5 日(日)9 時 50 分～16 時 

●会 場：イイヅカコミュニティセンター 

 ●問合せ：中央公民館 ℡：0948-22-3274 

 

 

「コミセンまつり」に合わせ、e-マナビ未開講教室の一部を一日限定で開講いたします。 

今回は事前に申し込みをいただいた下記ジャンルの教室を開講する予定です。みなさま是非

会場にてご体験ください。 

☆開講教室：茶道、健康体操、折り紙、アロマとハーブ、お絵描き、プログラミング 

●日 時：3 月 5 日(日)10 時～15 時       ●参加費：無料 

●会 場：イイヅカコミュニティセンター  ●対 象：どなたでもご参加いただけます 

●問合せ：中央公民館 ℡：0948-22-3274 

【作品展示・舞台発表会】 

各団体が学習・活動の成果を発表

します。 

【その他】 

レクリェーション研究会による体

験コーナーを予定しています。 

その他にも楽しい催しを予定して

います！ 



◎３月 11 日(土)／ 25日(土) 

19 時～20時半 

 

 

●問合せ…穂波図書館 

℡：0948-29-1172 

3月8日(水) 10時半～ [穂波交流センター] 

かててDEおはなし会 

3月11日(土)11時～［穂波図書館］ 

おはなしポッケのおはなし会 

3月25日(土)11時～［穂波図書館］ 

ほなみの穂っとタイム ※直接現地へお越しください 

※中学生以下の方は、保護者同伴でお願

いします。 

※雨天・曇天の時は中止します。 

●問合せ…穂波交流センター 

℡：0948-24-7458 

●募 集…誰でも参加できます事前申し込みは不要です 

●実施時間の変更・中止等の場合は飯塚市ホームページで

お知らせいたします。 

●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。 

●問合せ…スポーツ振興課 

  ℡：0948-22-0380(内線 2421) 

【飯塚第１体育館】 

●日 時…3 月 6日(月) ・20 日(月) 

 19 時半～ 

【筑穂体育館】 

●日 時…3 月 7日(火) ・4 月 4日(火) 

          19時半～ 

 

令和 4 年度の青色防犯パトロール出発式を行います。 

穂波地域内で発生する空き巣・強盗・ひったくり、飲酒運転、交通事故などを未然に防ぎ、地

域の安全安心なまちづくりを推進するため、今年から穂波全地域を対象に青色防犯パトロール

を実施することになりました。出発式を下記のように開催します、多くの方のお見送りをお待

ちしています。 

●日 時 3 月 14日(火)19 時 

●場 所 穂波交流センター駐車場 

●主 催 穂波まちづくり協議会 安全安心・環境部会 

●共 催 飯塚市、飯塚警察署 

当日は駐車場の一部を利用規制します。皆様のご協力をお願いします。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 
 
 

和風 

エクササイズＡ 
１・３火曜 １０時～１２時 ２０名 

３B体操 １～４水曜 １９時半～２１時半 １０名 

水仙フォーク 

ダンス 
１・３金曜 １０時～１２時 ３０名 

ビューティフル 

フラ 
１・３金曜 １３時～１５時 ２４名 

ヨガ体操   

ナーディ 
２・４火曜 １０時～１２時 ３０名 

和風 

エクササイズB 
２・４木曜 １４時～１６時 ２０名 

太極拳 ２・４木曜 １９時半～２１時半 ２０名 

新舞踊 ２・４金曜 １０時～１２時 １２名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

     
 
 

カラオケ月 1.3.4月曜 １５時～１７時 ２０名 

カラオケ火昼 １･３火曜 １３時半～１５時半 ３０名 

カラオケ火夜 １･３火曜 １９時～２１時 １５名 

コーラス １･３水曜 １０時～１２時 ４０名 

大正琴 １･３土曜 １０時～１２時 １５名 

ハーモニカ ２･４水曜 １３時半～１５時半 １２名 

 

       

 

茶道(抹茶) １・３日曜 ９時～１３時 １３名 

着付 ２・４土曜 １３時～１５時 １５名 

龍王書道会 １・３木曜 １３時～１５時 １５名 

書道 １・３金曜 １８時半～２０時半 １０名 

煎茶 ２・４火曜 １０時～１２時 １０名 

囲碁 A １～４水曜 １３時～１５時 １０名 

囲碁 B １～４月曜 １３時～１５時 １０名 

初・中級 

囲碁 
１～４土曜 １３時半～１５時半 １０名 

JC（日本伝統

文化吟友会） 
１・３日曜 １１時～１３時 １５名 

健康マージャ

ン初心者 
１～４月曜 １０時～１２時 ※満員 

※健康マージャン初心者サークル満員のため募集はしておりません。 

 

 
 

ものづくり 

花みずき(陶芸) 
１・３火曜 １９時～２１時 １０名 

陶芸すばる １・３火曜 １５時～１７時 １０名 

陶芸 A ２・４土曜 ９時半～１１時半 １５名 

手編み ２・４土曜 １０時～１２時 １２名  

 

 

募集人数 

募集人数 

募集人数 
募集人数 

 

  

 

令和５年度のサークル生を下記のとおり募集します！ 

●対象者……原則として飯塚市穂波地区に居住かお勤めで年間継続して学習できる方。 

●受付期間…随時受付。平日９時～17時・土曜日9時～12時(日･祝日は除く)（定員が埋まり次第締め切ります） 

●申込先……穂波交流センターの窓口で受講申込書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。 

       

●問合せ…穂波交流センター ℡：0948-24-7458 


