
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
1 土 KIDSリンガーズ 10:00～11:30 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

2 日 この木にとまれ!! バードピア 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込必要
　　　定員：大人10名  小人20名　 参加費：100円

行政相談 10:00～15:00 清武総合支所５階５Ｂ会議室 [問]宮崎行政相談センター  ☎24－3370

人権相談 10:00～15:00 清武総合支所５階５Ｂ会議室 [問]宮崎地方法務局人権擁護課  ☎22－5124
4 火
5 水

子ども見守りボランティア「ちびっこひろば」 10:00～12:00 清武総合福祉センター２階 [問]市社会福祉協議会清武支所　☎55－6207（櫛間）

おもちゃ広場(おもちゃいっぱいの日) 10:00～14:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

清武幼稚園作品展示 ※6月19日まで 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

火災避難訓練・通報訓練 10:30～11:00 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　どなたでも参加できます!!

おたのしみ教室 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

音楽教室 9:30～11:30 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

Kiyotake  De  English 10:00～11:30 加納地区交流センター [問]清武町国際交流協会  ☎69－9196　※要申込
　　  定員:15名　参加費:会員300円   会員外500円

館長さんと描こうね時間 13:30～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込必要
　　　定員：15名 　 参加費：100円

きよたけはんきゅう軽トラ市 9:00～12:00 清武文化会館前通り [問]清武町商工会　☎85－0173

みやざき三計塾　第３回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84－0234 　※事前申込必要(当日申込も可)
10 月
11 火

12 水 しゃべり場 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　どなたでも参加できます!!

おもちゃ広場(アートスタート) 10:00～14:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

赤ちゃんひろば　　　【午後休館】 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　※要予約   0歳の子どもさんと保護者

わらべうた 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　※要予約

おたのしみ教室 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

こども園との交流 9:30～12:00 清武総合運動公園日向夏ドーム [問]清武地域子育て支援センター ☎84－2380

KIDSリンガーズ 10:00～11:30 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

日本文化を英語でGo!! 10:00～11:30 加納地区交流センター [問]清武町国際交流協会  ☎69－9196　※要申込
　　  定員：15名 　参加費：会員500円  会員外1,000円

けん玉教室 14:00～15:30 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込必要
　　　定員：なし　　参加費：無料

16 日 ペアレンツ講座 『飾り棚作り』 13:30～15:30 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込必要
      定員：10名    参加費：500円

17 月

キッズイングリッシュ 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　※要予約 　１歳以上対象

幼稚園見学においでよ　 10:30～11:30 清武幼稚園ホール、園庭 [問]清武幼稚園  ☎85－5335　

加工センター手作り体験会第1回めんつゆ 9:00～12:00 清武ふるさと農産物加工センター [問]同左☎84－2350　6・7月 全2回開催
　　　申込受付は5月にて終了済み

誕生会 10:30～11:00 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　※要予約  ６月生まれのお子さま

ピンポン道 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　毎月第３水曜日

子ども見守りボランティア「ちびっこひろば」 10:00～12:00 清武総合福祉センター２階 [問]市社会福祉協議会清武支所　☎55－6207（櫛間）

おもちゃ広場(絵本の読み聞かせ) 10:00～14:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

音楽パーク　 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　※要予約　　１歳以上対象

21 金 おたのしみ教室 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

音楽教室 9:30～11:30 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

館長さんと描こうね時間 13:30～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込必要
　　　定員：15名 　 参加費：100円

みやざき三計塾　第４回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84－0234 　事前申込必要(当日申込も可)

ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｷｬﾋﾞﾝｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄになってみよう!! 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込必要
　　　定員：50名  　参加費：無料

館長さんと描こうね時間 13:30～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込必要
　　　定員：15名  　参加費：100円

24 月
25 火

26 水 【午後休館】清武地域子育て支援センター ※親子保健課事業のため

27 木 おもちゃ広場 10:00～14:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

4園合同(北今泉･黒坂･中央・しんまち)作品展示　 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

七夕かざり製作・飾りつけ 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　どなたでも参加できます!!

おたのしみ教室 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
29 土
30 日
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　　　　 　このマークがついている行事は、裏面（お知らせ）に掲載されています。

※要予約

※７月10日まで

※要予約

※要予約



５月下旬に送られてきた『集団健(検)診申込はがき』

の申込みは、６月２１日(金)締切りです!!

今年度から集団健診の申込みが、健（検）診案内

（みどり色の封筒内）の受診券に付いている

「2019 年度＜集団健診専用＞申込みはがき」で、

できるようになりました!!

ǥ᭐ែ̴ˡ̰˼̵̊̀̅ʭˈᄋ˅ʭʓ˄ʟ!!

ǥʐᄋʝ˅˒ʴʰʊˎʌʐᯊʊʝ˄ʟɲ

①こども園との交流
しんまちこども園の運動会を見に行って、一緒に

参加しませんか!!

◆日時 ６月１５日(土)

９時３０分～１２時

◆場所 清武総合運動公園

日向夏ドーム

◆内容 未就学児競技への参加

②七夕かざり製作・飾りつけ
◆日時 ６月２８日(金)１０時３０分～１１時３０分

◆場所 清武地域子育て支援センター

①この木にとまれバードピア
◆日 時 ６月２日(日)１３時～１６時

◆場 所 きよたけ児童文化センター

◆定 員 大人１０名 小人２０名

◆参加費 １００円

◆内 容 鳥を木版画や紙版画で作り、

大きな木の枝にとまらせた作品を作ります!!

②ペアレンツ講座（飾り棚作り）
◆日 時 ６月１６日(日)１３時３０分～１５時３０分

◆場 所 きよたけ児童文化センター

◆定 員 １０名

◆参加費 ５００円

③パイロット・キャビンアテンダントになってみよう!!
◆日 時 ６月２３日(日)１３時～１６時

◆場 所 きよたけ児童文化センター

◆定 員 ５０名

◆参加費 無料

◆内 容 ソラシドエアさんの協力により、

ミニ職業体験が出来ます!!

◆日 時 【第３回】６月９日(日)

１０時～１１時４５分

【第４回】６月２３日(日)

１０時～１１時４５分

◆場 所 安井息軒記念館 研修室

◆テーマ 「安井息軒の著作を読む(全６回)」

※『論語集説』を丁寧に読んでいきます。

◆講 師 山元 宣宏氏(宮崎大学准教授)

◆対 象 一般

◆受講料 無料

◆定 員 ５０名

◆申込方法 電話、はがき、FAX で

お申し込みください。

※はがき、FAX の場合は、名前・住所・

電話番号を明記ください!!

２０１９年度 集団健(検)診の

申込みはお済みですか？

【特定健診・後期高齢者健診について】

国保年金課 ☎４２－２３５９

【各種がん検診等について】

健康支援課 ☎２９－５２８６

きよたけ児童文化センター

からのお知らせ
きよたけ児童文化センター ☎85－6811

み や ざ き 三 計 塾

安井息軒記念館 ☎84－0234 FAX84－2634

国保イメージキャラクター

「オレンジ君」

国保の方の特定健診は

今年から無料になりました!!
年に１回は、

健(検)診を受けましょう!!

清武地域子育て支援センター

からのお知らせ
清武地域子育て支援センター ☎８４－２３８０

ΖԪᄋৌᝯ!!

どなたでも

参加できます!!

幼稚園見学においでよ!! ☎【問合せ】清武幼稚園 ８５－５３３５

日時：６月１８日(火)10 時 30 分～11 時 30 分

場所：清武幼稚園ホール、園庭

内容：年中・年少保育(くま組)の参観

園児と一緒に歌やダンスをしたり、プールや園庭で遊んだりします!!

ȩ̴Ȫ̴ȫʴˡ̖̰̅ʵɱ

ΖԪᄋʒৌᝯʭʟ!!

水着をご準備ください!!


