今回は立岩交流センター館内をご紹介しま
す！しばらくの間閉館しておりましたが、5月
25日より条件付きですが開館いたしました。
皆さまのご利用をお待ちしております。
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令和２年度がスタートしました！コロナの影響で各部会の行事が次々と中止や延期になり、
少し寂しいスタートではありますが、今年度も立岩地区の発展のため、そして子どもたちのた
めにも皆さまと一緒に盛り上げていけたらと思います。どうぞご協力をよろしくお願いいたし
ます。
さて、例年5月に開催されております立岩地区まちづくり協議会総会ですが、今回は新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため書面決議をさせていただきました。総数４５名に対し、書面
表決者〈出席者とみなす〉４０名分が集まりましたので、２分の１以上の出席を満たす結果と
なり、令和元年度の事業報告や決算・監査報告、令和2年度の事業計画や予算案等すべての議
案について、過半数の賛成をもって可決されました。
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久保 満男

幹事（事務局）

田原 和幸

副会長

田中 雅寿

幹事（事務局）

瓜生 元彰

副会長

井上 有比古

幹事（事務局）

徳島 勝

文化体育部会長

長野 義次

幹事（事務局）

安部 智巳

青少年育成部会長

手島 敏雄

幹事（事務局）

坂口 淳

保健福祉部会長

阪下 一仁

幹事（事務局）

小野山 裕介

事務局長
幹事（事務局）

浅野 洋

書 記

六谷 拓也

花元 憲久

会 計

田中 町子

野見山 昌光

会計監査

鬼丸 太

末次 栄一

会計監査

久保 政利

7月4日（土）、花村嘉信様より、立岩地区ま
ちづくり協議会へ『立岩の子どもたちのために』
とご寄付をいただきましたので、お知らせいたし
ます。
花村様には深く感謝申し上げます。花村様は、
現在福岡市在住でいらっしゃいますが、以前立岩
にお住まいだったとのことです。このたびはお気
遣いくださり、また、遠いところ立岩までお越し
いただきまして大変嬉しく思います。いただいた
ご寄付は、ありがたく立岩の子どもたちのために
使わせていただきます。ありがとうございました。
久保会長

花村嘉信様

おもちゃや絵本がいっぱい♡
いつでも遊びにお越しください♪

調理室

授乳室

学習コーナー

読書や学習するコーナーで、
手洗い場もあり明るくな
どなたでもご利用になれます。
図書の貸し出しもしています。 りました。授乳やおむつ
替えにご利用ください。

第１研修室

氏 名

会 長

地域安全
環境整備部会長
立岩未来育成部
会長

キッズコーナー

正面の調理台の天井には大きな鏡が
設置され、講師の手元がとても見やす
いです。調理台の高さを調節できる台

第２研修室

壁に大きな鏡が設置さ
れています。鏡をご利用の際は扉を開けてご利用くださ
い。土足厳禁。（ダンスのレッスンなど鏡を見ながら使
用できるのでとても人気があります。）

第３研修室

第２と第３研修室は、つなげてもご利用になれます。

第４研修室

第５研修室

２階ホール

各交流センターだよりなど
色々な掲示物を展示しています。

第６研修室

第４と第５と第６研究室は、つなげてもご利用になれます。また、第6研修室のみ移動式畳を敷
くことができます。（移動式畳は重いのでご利用の際はお気をつけください。）

はじめまして！4月1日立岩交流センター長に就任しました宮井清人です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各事業が実施できない状況が続き、皆さま
には大変ご不便をおかけしております。5月14日に緊急事態宣言が解除されましたが、
第2波・第3波が予想されますので立岩交流センターをご利用の方は『３密』を避けて、
なるべくマスク着用のうえ消毒をお願いいたします。皆さまのご理解ご協力を併せて
お願いいたします。

昨年11月に開催された食育講座で大好評だった『かんたんカ
ルボナーラ』。そのレシピの一部をご紹介しますので、皆さん
もぜひチャレンジしてみてくださいね♪(*^。^*)

立岩・堀田遺跡の看板が
新しく設置されました！！
立岩・堀田遺跡の発掘調査の看
板を新しく設置しました。看板に
は、１９６３～６５年当時の発掘
風景や出土品などの写真と、遺跡
についての説明が書かれています。
この立岩・堀田遺跡は、今から
約２０００年前の弥生遺跡です。
43基の甕棺（かめかん）のほか、
貴重な遺物がたくさん掘り出され、
その副葬品の豊かさから、立岩遺
跡の有力者の墓地とされています。
皆さんもぜひ散策されてみませ
んか？
（※なお、出土品につきましては、
国指定重要文化財に指定され、飯
塚市歴史資料館に展示されていま
す。）

清掃は各自治
会ごとに行われ
ていますので、
皆さまのご協力
をよろしくお願
いいたします。

【かんたんカルボナーラ】

立岩・堀田遺跡の看板が
新しく設置されました！！

所在地：飯塚市立岩１７１６－３
（立岩小学校の南西約１００ｍくらい）
※駐車場はありません※

令和元年５月と
11月に自治会ク
リーンアップ清掃
を行いました。写
真は柏の森自治会
の様子です。ご参
加くださいました
皆さん、ありがと
うございました。

たまには“下を向
いて歩こう～♪♪”
ですね。ぜひ皆さん
も探してみてくださ
い。なんとなく♡の
形でいいのです。も
し、立岩地区内で見
つけたら『こんな♡
見つけたよ！』とお
知らせください。
皆さまからの情報
をお待ちしています。

芳雄のとある道。
散歩の途中でふと下を
見ると、道路にロープ
が・・・？！
なんでこんなところ
にロープが？と思い、
よ～く見ると・・・♡
の形だぁ！ ♪(*^ ^*)
情報提供Kさん

小さなしあわせ♡

コロナの影響でマスクが手に入りづらい中、マスクを
手作りされた方もたくさんいらっしゃることと思います。
ここ立岩地区でも、素敵な手作りマスクを着けていらっ
しゃる方をよく見かけます。その一部の方の手作りマス
クをご紹介させていただきます。

使い捨てマスクが
長持ちします(^^♪

(５人分)
材料
スパゲッティ
３００グラム
玉ねぎ
１/２個
ほうれん草
１/２束
ベーコン
１５０グラム
卵黄
３個分
生クリーム
３００ｍｌ
とろけるスライスチー
ズ
３枚
粉チーズ
大６
（お好みの分量で）
サラダ油or
オリーブ油
適量
塩・こしょう
適量

ポイントはスライス
チーズ！コクがあり、とっ
ても簡単♪ほうれん草を水
菜にしてもOK！お子さん
と一緒にチャレンジしてみ
てくださいね～♪

１．なべでお湯を沸かす。（３リットル）
沸騰したら塩（分量外：大２）を入れ、スパゲッティを表示
時間ゆでる。
※冷えるとソースとからみにくくなるので、麺が
ゆであがる時間に気をつけること！
２．カルボナーラ液をつくる。
卵を黄身と白身に分ける。
※白身はパンケーキに使うのでとっておく！
ボウルに卵黄と生クリーム、とろけるスライス
チーズと粉チーズを入れて混ぜ合わせる。
３．野菜とベーコンを切る。
玉ねぎ・・うすくスライス
ほうれん草・・根元を少し切り落とし、４㎝幅に切る
ベーコン・・食べやすい形に切る
（１㎝幅にうす切り、又は５㎜幅の角切り等）
4．具材を炒める。
フライパンにサラダ油（又はオリーブ油）を入れて中火で
熱し、ベーコンと玉ねぎを炒める。ベーコンに焼き色がつ
き、玉ねぎがしんなりとしてきたら、ほうれん草を加えて
さっと炒める。
５．②のカルボナーラ液に、④とゆであがったスパゲッティを
加えて混ぜ合わせ、塩・こしょうで味を調える。
※お好みで粉チーズをかける。

【ふわっふわパンケーキ】
１．卵白を泡立てる。
卵白にさとうを２～３回に分けながら加え
泡立て、かためのメレンゲをつくる。
※電動ミキサーを使うと短時間で出来てラク♪
無ければ泡立て器で！（１０～１５分くらい）
２．①に小麦粉を入れ、さっくり混ぜる。
※混ぜ過ぎないように注意！
３．メレンゲを焼く。
フライパンにバター（１回小１くらい）を入れ弱火で
熱し、②をお好みの大きさで焼く。
※弱火でじっくり中まで火を通す！
焼き色がついたらひっくり返し、裏面も同じように
焼く。 両面焼けたら完成♪
４．お皿に盛りつける。
お好みではちみつやチョコソースをかける。
季節のフルーツを一緒に添えても♪

材料
卵白
さとう
小麦粉
バター

(５人分)
３個分
大３
大１
２０グラム
余った野菜を使っ
てスープやサラダ
もご一緒に♪

皆さん、災害時への備えをされていますか？新型コロナウイルス感染症が流行って
いることで、これまでの考え方も避難する際の持ち出し品の内容も変化してきていま
す。あらためて『いいづか防災』を読まれて災害に備えてください。
また、新型コロナウイルス感染症により『新しい生活様式』の実践例を
行政が示していますので、あわせてご覧になりご参考ください。
突然起こりうる災害を予測するのは難しいものです。いざという時の
ために、普段からご家族でよく話し合っておきましょう。

立岩地区まちづくり協議会

未来育成部会

オンライン講座

エスディージーズ

ＳＤＧｓ

って何？ と思われている方！
エコバック

電気をこまめに消す

マイボトル って使ったことないですか？

席をゆずる ってやったことないですか？
エスディージーズ

それ、

ＳＤＧｓ

の取り組みです！

日常生活の中でも節約を考えてやっていること
思いやりをもってやっていることは

ＳＤＧｓ の取り組みになっているんです！
ＳＤＧｓ

は、２０３０年に向けて世界が合意した

『持続可能な開発目標』です。 世界の未来。あなたの未来。
ひとりひとりが意識したい１７の目標を色と文字で表現しています。
そう聞くととても壮大で、自分が関わることのできる話ではない気がするかもしれません。

とんでもない！

ＳＤＧｓ

に関係すること
日常であたりまえにやっていたことが
だったりします。このチラシを読んでくださってちょっと見直して
もらえたり、誰かに伝えてもらうだけでいいのです。
少し意識してみることで世界が大きく変わっていくのです。
まずはできることから

やってみたいことから

始めましょう！

令和２年５月２４日(日)立岩まち協主催の
オンライン講座を開催しました。
ＳＤＧｓファシリテーターの庄田清人さんと
１８名の参加者の方と一緒にたくさんの
発見と学びがありました！

『誰一人取り残さない』
想いのこもった熱い時間を
共有できればと思います。

参加者の方が紹介して下さったのが、、、

『洗濯マグちゃん』
ちょっと調べてみました！

特定の洗濯洗剤や柔軟剤には
香りを長続きさせるために、
マイクロカプセルが含まれています。
マイクロカプセルの原料はプラスチック。
非常に小さくて自然に分解されることも
ないそうです。洗濯排水がそのまま
川から海へと流されます。

これが海洋プラスチック問題の原因の
ひとつでもあります。
そこでオススメなのが洗濯マグちゃん
ネットにたくさんのマグネシウムの粒が
入ってます。
洗濯するものと一緒にマグちゃんを
洗濯機に入れるだけ！
洗剤に替わる役目を果たします。
おぉ！
これは試してみる価値ありですね！

私たちの身近な生活の中にＳＤＧｓに
関係すること、参加できることがたくさん
あります。
★地元の商店で地元産のものを買う
★ハンデのある方を見かけたら援助する
★家事を分担する

当たり前としてやっていたことが
ＳＤＧｓにつながっている！

意識すればもっと
何かができるはず！

