
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
1 月 行政相談 10:00～15:00 清武総合支所５階５Ｂ会議室 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 宮崎地方法務局人権擁護課☎22-5124
2 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　※事前申込要(1歳～15組）

3 水 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　※事前申込要(1歳～20組）

4 木

5 金 清武幼稚園作品展示 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
トントンすもう道 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　毎月第１金曜開催、自由参加

6 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
おたのしみ教室 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
おもちゃ広場（おもちゃいっぱいの日) 13:00～16:00 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　壊れたおもちゃを前もってお預かりで
きます

清武町史セミナー　第１回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※申込必要、当日まで可

7 日 みやざき三計塾　第１回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※申込必要、当日まで可

8 月

9 火 避難訓練 10:30～11:00 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380

10 水

11 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

地域子育て支援センター午後休館
12 金 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　※事前申込要(２０組）

13 土 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

アート塾① 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

14 日 みやざき三計塾　第２回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※申込要、当日まで可

15 月

16 火 幼稚園見学においでよ（くま組） 10:30～11:30 清武幼稚園（くま組教室） [問]同左☎85－5335

17 水 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　※誕生者のみ事前申込要

18 木 県パネル展示 9:00～18:00 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　※事前申込要　（１歳～　２０
組）

避難訓練(引渡訓練） 10:30～11:30 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335

19 金 国際大生と工作 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

20 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

おもちゃ広場（お話し会) 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

21 日 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　※申込要、当日まで可

22 月

23 火

24 水 地域子育て支援センター午後休館
25 木 ４園合同作品展示 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　４園(北今泉、黒坂、清武中央、し

んまち）
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

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　※事前申込要　（０歳児　２０
組）

26 金

27 土 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

アート塾② 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

28 日 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　※申込要、当日まで可

29 月

30 火 七夕製作・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　※事前申込要　（２０組）
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１７日(水)まで

７月２日(木）まで

７月８日（水)まで



★七夕製作・飾りつけ

◆日 時 ６月３０日(火)

１０時３０分～１１時３０分

◆会 場 清武地域子育て支援センター

幼稚園見学においでよ

◆日 時 ６月１６日(火)

１０時３０分～１１時３０分

◆場 所 清武幼稚園ホール、保育室

◆内 容 年中児保育（くま組)の参観

※どなたでも参観できます。

花便り
紫陽花が咲いています

荒平山や今泉神社の紫陽花は、６月初めごろ

見ごろを迎えそうです。

○紫陽花について

・名 前 アジサイ名

・原産地 日本、東南アジア、

ヨーロッパ

・名前の由来
青い花が集まって咲く様子から 、

アツ・サイ(集・藍)となり「あじさい」

となったそうです。

・花ことば 忍耐強い愛

・英語名 Hydrangea

（ハイドロエンジア）

※Hydr は「水の」、angea は｢天使」という意味

だそうです。

水の天使、素敵な名前ですね。

①みやざき三計塾

◆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）

◆期 日 第１回 ６月 ７日(日）

第２回 ６月１４日(日）

第３回 ６月２１日(日）

第４回 ６月２８日(日）

◆時 間 １０時～１１時４５分

②清武町史セミナー(全６回）第１回

清武町史を執筆された松浦祥雄氏の解説で清武の中世を

学びます。

◆日 時 ６月６日(土）１０時～１１時４５分

①、②について、会場等は次のとおりです。

◆会 場 安井息軒記念館 研修室

◆対 象 一般

◆受講料 無料

◆定 員 ７０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・電話番号明記して

ください。

※当日まで受け付けます。

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

３密を避けよう！
新型コロナウイルスの集団発生防止にご協

力をお願いします

①換気の悪い密閉空間

②多数が集まる密集場所

③間近で会話や発声をする密接場面

集会等では３つの｢密」が重ならないように工

夫しましょう。共同で使う物品には消毒などを

行ってください。

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

清武幼稚園からのお知らせ
清武幼稚園 ☎85-5335
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６月に関する清武の歴史

○１５６８年(永禄１１年）６月８日

島津氏が飫肥を伊東氏に割譲し、和睦

※伊東 義祐は、領土を広げるため、薩摩の島津

と戦いを繰り返しました。当時は宮崎で４８の城

を持つほどの勢いがあり、このとき飫肥を手に

入れましたが、１５７２年の木崎原の戦いに敗

れ、豊後の国(大分）に敗走しました。

○１９５８年(昭和３３年）６月

６月１２日～８月３日まで５４日間降雨がなく、大干

ばつとなり、水対策におわれました。

○１９７４年(昭和４９年）６月７日

国立宮崎医科大学が開学しました。６月２３日に選

抜試験が実施され、２６日に１０２名の合格者が発

表されました。

※清武町史 通史編 下巻より

おことわり
新型コロナウイルスの感染状況によっては、

掲載している行事等の中止あるいは延期をす

る場合があります。行事等に参加される場合

は、各主催者に確認してくださいますよう

お願いいたします。


