
日 曜 行     事 時 間 場 所 備           考
1 月

4園(北今泉･黒坂･清武中央･しんまち)合同作品展 　 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※７月１０日(水)まで

ペップスポーツ教室 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　事前申込必要
　　　定員：15組　1歳～2歳0ヶ月まで

3 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

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

赤ちゃんひろば　　　 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　事前申込必要　

弁護士無料法律相談 13:30～15:30 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

あみっ子クラブ（布ぞうり） 15:30～17:00 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：10名　　参加費：100円（初回のみ）

5 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

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

安井息軒記念館講座 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)

7 日 「ひと足お先に加納オリンピック2019」 9:00～12:00 加納地区交流センター
多目的ホール

[問]加納地域まちづくり協議会　☎84－0500
　　　対象：加納地域の住民　　定員：150名程度

8 月
9 火
10 水

加工センター手作り体験会第2回アイスクリーム 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

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

あみっ子クラブ 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

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

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　事前申込必要　

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

第42回きよたけ郷土祭り 13:00～21:00 岡ノ下公園他 [問]きよたけ郷土祭り実行委員会  ☎69-6645

みやざき三計塾　第５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)

第42回きよたけ郷土祭り 13:00～21:30 岡ノ下公園他 [問]きよたけ郷土祭り実行委員会  ☎69-6645
15 月

幼稚園見学においでよ　 10:30～11:30 清武幼稚園ぞう組室 [問]清武幼稚園　☎85－5335　

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　事前申込必要 　１歳以上対象

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　事前申込必要　　７月誕生者のみ

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水曜日実施

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

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　事前申込必要　　１歳以上対象

あみっ子クラブ 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

わくわくサマー（夏まつり） 9:30～12:00 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　事前申込必要

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

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

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

21 日
夏の企画展
　　「坂本正直が描く在りし日の息軒」

9:00～16:30 安井息軒記念館企画展示室 [問]同左☎84－0234

22 月
23 火 夏休み子ども息軒塾 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84－0234 　事前申込必要(7月21日締切)

おもちゃ広場(足育講座) 10:00～14:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
　　　足育講座は10:30～11:30　参加費無料

あみっ子クラブ 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

夏休み（ファッションコンテスト） 14:00～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　参加費無料　※８月２日(金)まで

ふれあいの里夏祭り 18:00～(2時間程) 清流園 [問]清武幼稚園　☎85－5335　

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

みんなの干支でお面を作っちゃおう 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：20名　　参加費：100円　　※２回連続講座

みやざき三計塾　第６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)

みんなの干支でお面を作っちゃおう 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
29 月

夏休み子ども息軒塾 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84－0234 　事前申込必要(7月21日締切)

交通安全教室 10:30～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　事前申込必要
31 水

  >>>　裏面（おしらせ）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。　　　
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※要予約

※要予約

※要予約

申込受付は5月にて終了済み

定員なし　参加費無料
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年長児保育
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今年も、夏の一大イベント『きよたけ郷土祭り』が、

岡ノ下公園（岡球場）にて下記の通り開催されます!!

【７月１３日（土）】

１３：００～１４：３０ 親子木工教室

１８：００～１９：３０ 行列の練り歩き

１８：００～２１：００ ステージイベント

【７月１４日（日）】

１３：００～１４：００ 魚のつかみ取り

１３：００～２１：００ ちびっこ広場

（大学生による遊び体験など）

１８：００～２１：００ ステージイベント

２１：００～２１：１５ 花火

①わくわくサマー（夏まつり）

夏まつりを親子で楽しみませんか!!

◆日 時 ７月１９日(金)９時３０分～１２時

◆場 所 清武地域子育て支援センター

◆内 容 太鼓演奏、盆踊り、ゲーム等

②交通安全教室

親子で楽しく交通ルールを学びましょう!!

◆日 時 ７月３０日(火)１０時３０分～１１時３０分

◆場 所 清武地域子育て支援センター

◆講 師 南警察署交通安全協会の指導員

◆内 容 横断歩道のわたり方、チャイルドシートの

重要性についてのお話など

施設のおじいちゃん、おばあちゃんとのふれあいや清掃

などのボランティア活動を行ないます。

◆日 時 ７月２６日(金)１０時３０分～１２時

※集合：清武総合福祉センター２階ロビー

◆活動場所 介護老人保健施設サンヒルきよたけ

◆対 象 小学生とその保護者

◆参 加 費 無料

◆日 時 ７月７日(日)９時～１２時

◆場 所 加納地区交流センター多目的ホール

◆対 象 加納地域にお住まいの皆さん

◆定 員 １５０名程度

◆持参物 体育館シューズ、飲み物

◆内 容 ・カローリング（室内カーリング）などの

楽しいゲームが満載

・健康体操で体と心をほぐそう!!

※詳細は各戸配布チラシやポスターをご覧ください!!

①安井息軒記念館講座

◆日 時 ７月６日(土)１０時～１１時４５分

◆場 所 安井息軒記念館 研修室

◆テーマ 「安井息軒と清武」

◆講 師 川口 眞弘氏(前安井息軒記念館館長）

◆定 員 ７０名 ◆対 象 一般の方

◆受講料 無料 ◆締 切 当日まで可

②みやざき三計塾

◆日 時 【第５回】７月１４日(日)

１０時～１１時４５分

【第６回】７月２８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)

◆定 員 ７０名 ◆対 象 一般の方

◆受講料 無料 ◆締 切 当日まで可

③夏休みこども息軒塾(全４回）

息軒プラバン、仲平豆試食、地域内体験など楽しさ

いっぱいです!!

◆日 時 ７月２３日(火)･７月３０日(火)・

８月６日(火)･８月２０日(火)

各１０時～１１時４５分

◆場 所 安井息軒記念館 研修室

◆対 象 小学３年生以上

◆締 切 ７月２１日(日)

④夏の企画展「坂本正直が描く在りし日の息軒」

◆期 間 ７月２１日(土)～１１月３日(日)

９時～１６時３０分

◆場 所 安井息軒記念館 企画展示室

ひと足お先に加納オリンピック2019
加納地域まちづくり協議会 ☎84－0500

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

第４２回きよたけ郷土祭りの開催
きよたけ郷土祭り実行委員会 ☎69－6645

安井息軒記念館からのお知らせ
安井息軒記念館 ☎84－0234 FAX84－2634
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わんぱくふくし体験の参加者募集!!
市社会福祉協議会清武支所 ☎55－6207

事前申込必要!!

パトカーの試乗もあるかも!?

①･②･③については、電話・ハガキ

・ＦＡＸにてお申し込みください。

※ハガキ・ＦＡＸの場合、名前・住所・

電話番号を明記してください!!
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【お知らせ】清武地域子育て支援センターは、

7 月１１日(木)・２４日(水)の午後休館します!!


