
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考

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）

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）

2 木

3 金 とんとんすもう道 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

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

安井息軒記念講座　第１回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※申込要

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 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

清武幼稚園参観日・バザー 10:00～12:00 清武幼稚園ホール [問]同左☎85－5335

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　※申込要

6 月

7 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）

8 水

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）

地域子育て支援センター午後休館
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

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(０歳～２０組）

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③ 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込者のみ参加可

12 日 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　※申込必要

13 月

14 火

15 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

16 木 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）

17 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

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

きよたけ町史セミナー第２回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※申込要

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

19 日

20 月

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

清武幼稚園一学期前半終了  9:00～12:00 清武幼稚園ホール [問]同左☎85－5335

地域子育て支援センター午後休館
23 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

24 金

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④ 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※事前申込者のみ参加可
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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。

７月８日（水)まで



参加者を募集しています。
◆対象者
昭和 45 年中にご結婚されたご夫妻、または昭和 44 年
中にご結婚され昨年申し込みをされなかったご夫妻。

◆開催日 令和２年１２月１７日（木）
◆会 場 宮崎観光ホテル
◆会 費 1人：2,500 円
◆申込締切 令和２年９月３０日(水）
◆申込先 宮崎市コールセンター（電話番号 25-2111)

幼稚園見学においでよ
◆日 時 ７月２１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 年長児・年少児保育（ぞう組)の参観

※どなたでも参観できます。

。

①安井息軒記念講座
◆テーマ 「令和の今に生きる安井息軒」
◆講 師 川口 眞弘 氏（安井息軒記念館館長）
◆日 時 ７月 ４日(土）１０時～１１時４５分

②みやざき三計塾 第５回、第６回
安井息軒の著作『論語集説』を読み解く講座
◆講 師 山元 宣宏 氏(宮崎大学准教授）
◆期 日 ７月 ５日(日）、７月１２日(日）
◆時 間 １０時～１１時４５分

③清武町史セミナー(全６回）第２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 ７月１８日(土）１０時～１１時４５分

①、②、③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 ３０名
◆申込方法 電話、FAX、メールでお申し込みください。
※FAX、メールの場合は名前・住所・電話番号を明記
してください。

※感染拡大防止のため定員３０名に達しましたら、
締め切らせていただきます。
※マスクをご持参ください。

④夏秋企画展
「北有馬太郎の生涯～伝馬町の牢に散った志」
尊攘活動に身を投じた息軒の娘婿・太郎の生涯を追い

ます。
◆期 間 ７月２５日（土）～１１月３日（火・祝）

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

メール sokken.yasui@pic.bbiq.jp

旧宮崎市域・清武町域の金婚祝賀会

のご案内
清武・地域市民福祉課 福祉係☎８５－１１０４

清武幼稚園からのお知らせ
清武幼稚園 ☎85-5335

第４３回きよたけ郷土祭り開催中止のお知らせ

令和２年 7 月 18 日と 19 日に開催を予定しておりま

した「きよたけ郷土祭り」は新型コロナウイルスの

感染拡大防止のため、残念ながら中止となりました。

皆様におかれましては、次回開催時にも変わらぬご

協力を賜りますようお願い申し上げます。

きよたけ郷土祭り実行委員会

特定健診は自己負担無料 年に一度は

受診しましょう

【問合せ】国保年金課 ℡42-2359

市国保の特定健診は無料です。後期高齢者健診
も無料です。年に一度は受診し、病気の予防と改
善につなげましょう。通院中の方も受診できます。
詳しくは、「令和２年度宮崎市健康診査受診券」を
ご確認ください。対象者へ 5 月下旬にみず色の封
筒にて郵送しています。
■対象 35 歳～74 歳までの市国保加入者、

宮崎県後期高齢者医療保険制度加入者
■期間 令和 3年 2 月 28 日（日）まで
■場所 指定医療機関または市内の集団健診会場
■料金 無料
■持参 令和２年度宮崎市健康診査受診券、保険証

■申込 個別健診…指定医療機関に直接予約
集団健診…電話（市コールセンター：
２５－２１１１）または市ホームページ

※今年度の健診は、新型コロナウイルス感染症の
影響により、中止・変更となることがあります。

あらかじめご了承ください。

７月に関する清武の歴史

○１８７１年(明治４年）７月１４日
廃藩置県により加納・木原・今泉・新町の四村は

飫肥県に、船引村は延岡県の管轄となりました。
○１８８４年（明治１７年）７月２６日

清武出身の学者 平部嶠南が｢日向地誌」５６
巻を県に提出しました。
※ 明治８年から明治１３年まで県内の全村を調
査し、明治１４年から編纂に取りかかり、約３
年かけて完成させました。

○１８９１年(明治２４年）７月４日
北清武、南清武の２村を併せ、清武村が誕生
しました。村役場を大字加納 中の尾に置きまし
た。

※清武町史 通史編 下巻より

宮崎市に保育施設の職員用マスクと駄菓子の
詰め合わせをいただきました

５月１５日（金）、株式会社 ワン・ステップ（
尾平地区）から職員用マスクと駄菓子の詰め合わせを
いただきましたので、清武町域内の保育施設に配布し
ました。ありがとうございました。


