
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考

1 日
健康福祉講座
    ～笑いヨガでココロもカラダも健やかに～ 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

2 月
3 火
4 水

避難訓練（地震・津波） 9:30～10:00 清武幼稚園 [問]同左☎85－5535

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　※要予約

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　毎月第1木曜日開催

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　※要予約

あみっ子クラブ(クラフトモビール) 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　定員:10名　参加費:100円(初回のみ)

大久保小作品展示 ※9月18日(水)まで 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

オータムわくわくDAY(敬老会) 10:30～12:00 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

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　※当日申込可

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

おもちゃ病院 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　壊れたおもちゃ、前もって預かります!!

防災講座～災害に備えて今できること～ 9:00～12:00 加納地区交流センター学習室 [問]加納地域まちづくり協議会　☎84－0500

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

防災フェスタ 13:30～15:30 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
9 月

10 火 ペップトーク 10:00～11:30 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　事前申込必要　※当日申込可
11 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　

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（クラフトモビール） 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
【午後休館】清武地域子育て支援センター
秋の遠足 9:00～15:00 内海（予定） [問]清武幼稚園 ☎85－5535

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　※事前申込必要
　　  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⑦ 13:30～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　定員:15名 　 参加費:100円
15 日
16 月

17 火 幼稚園見学においでよ　 10:30～11:30 清武幼稚園くま組 [問]清武幼稚園　☎85－5335　

誕生会（9月生まれのお子様対象） 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

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水曜日開催　　参加自由

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　※要予約

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（クラフトモビール） 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

加納小作品展示 　※10月2日(水)まで 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

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
22 日 『安井息軒顕彰書道展』自由研究展示会 9:00～16:30 安井息軒記念館 [問]同左☎84－0234 　※11月3日(日)まで開催

令和元年度清武郷先人祭 9:00～ 9:50 先人廟前(安井息軒記念館横) [問]清武総合支所地域市民福祉課  ☎85－1111

安井息軒記念講演会 10:30～12:00 清武文化会館 [問]安井息軒記念館　☎84－0234 事前申込必要 ※当日申込可

24 火 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
     ※15世帯限定　　1歳～2歳0ヶ月まで

25 水 【午後休館】清武地域子育て支援センター
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（クラフトモビール） 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
27 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⑧ 13:30～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　定員:15名 　 参加費:100円
29 日
30 月
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清武総合支所地域市民福祉課
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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。

事前申込必要

事前申込必要
参加自由　参加費無料

事前申込必要

事前申込必要



今年も「きよたけ健康ふくしまつり」が行なわれます

ので、以下の事についてご協力をお願いします!!

◆開催日時 １１月９日(土)１０時～１４時

◆開催場所 清武文化会館前とその周辺

◆募集内容

①安井息軒記念館講座
◆日 時 ９月７日(土)１０時～１１時４５分

◆場 所 安井息軒記念館 研修室

◆テーマ 「安井息軒とその時代の書」

◆講 師 宮崎大学准教授 山元 宣宏氏

◆定 員 ７０名 ◆締 切 当日まで可

②安井息軒記念講演会

◆日 時 ９月２３日(月・祝)

１０時３０分～１２時１５分

◆場 所 清武文化会館 小ホール

◆テーマ 「安井息軒著『弁妄』と井上毅」

◆講 師 湖南大学嶽麗書院特聘教授 青山 大介氏

◆定 員 １００名 ◆締 切 当日まで可

③安井息軒顕彰書道展・自由研究展示会

◆展示期間 ９月２２日(日)～１１月３日(日)

９時～１６時３０分

◆展示場所 安井息軒記念館 研修室
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受付期間
９月２日(月)～１０月１８日(金)

８時３０分～１７時 ※土・日・祝日除く

受付場所 社会福祉協議会清武支所

募 集 品
ベビー・子供服、くつ、ベビーカー、

バギー、チャイルドシート、マタニティ

服、抱っこひも他

※古着、食品、食器、汚れのあるものは

ご遠慮ください。
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出場時間
１１月９日(土)

１１時頃予定 ※前後する可能性あり

申込期間
９月２日(月)～１０月１８日(金)

８時３０分～１７時 ※土・日・祝日除く

対 象 者 まつり当日にハイハイをしているお子様

定 員 ２０名 ※定員になり次第締切り

申 込 先
☎５５－６２０７

ふくしまつり実行委員会(担当：内海)

①健康福祉講座

～笑いヨガでココロもカラダも健やかに～

健康セミナーに楽しく参加し、日常生活における体づくり

を考えてみませんか？

◆日時 ９月１日(日)９時～１２時 ※受付開始９時～

◆場所 加納地区交流センター 多目的ホール

◆内容 【第１部】

講話 「歩くこと」

講師 清水 洋行氏（理学療法士）

【第２部】

講演 「笑って笑って元気になろう!!」

～笑いヨガでココロもカラダも健やかに～

講師 濵砂 道世氏(宮崎わくわく笑いｸﾗﾌﾞ会長)

②防災講座

災害に備えて、今私たちにできる事を考えましょう!!

◆日時 ９月８日(日)９時～１２時 ※受付開始９時～

◆場所 加納地区交流センター 学習室

◆内容 【第１部】

講 話 「自助・共助・公助について」

講 師 梅村 貴氏（市危機管理課）

【第２部】

体験発表 「東大宮地域防災フェスティバルの

事業開催を通して」

講 師 谷 正行氏（東大宮地域まちづくり

推進委員会)

①オータムわくわくＤＡＹ(敬老会)

おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に楽しい時間を

過ごしましょう!! ǥΖԪᄋৌᝯ

◆日時 ９月６日(金)１０時３０分～１２時

◆場所 清武地域子育て支援センター

②ペップトーク

元気、活気、勇気を与えるトーク術を学びませんか？

◆日時 ９月１０日(火)１０時～１１時３０分

◆場所 清武地域子育て支援センター ǥΖԪᄋৌᝯ

◆講師 遠坂 有太郎氏 কᄋˈפ
（今年の１月放送「わけもんＧＴ」に出演）

①あみっ子クラブ(クラフトモビール)

◆日 時 ９月５日・１２日・１９日・２６日(木）

１５時３０分～１７時

◆定 員 １０名

◆参加費 １００円(初回のみ)

②防災フェスタ

◆日 時 ９月８日(日)１３時３０分～１５時３０分

◆内 容 防災グッズを手作りします!!参加自由

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25回きよたけ健康ふくしまつり」

ご協力のお願い!!
市社会福祉協議会清武支所 ☎55－6207

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

加納地域まちづくり協議会からのお知らせ
加納地域まちづくり協議会 ☎84－0500

①・②・③ʮˈ௭ʭʟɲ

ោᎩʵʐٟװʡʕʦʛʊ!!

～幼稚園見学においでよ！～

日時：９月１７日(火)

10 時 30分～11 時 30 分

場所：清武幼稚園くま組

☎【問合せ】清武幼稚園 ８５－５３３５
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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

ΖԪᄋ

ৌ ᝯ!!


