
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
1 日 おもちゃ広場（おもちゃいっぱいの日) 10:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　毎月第１・第３日曜開催

2 月

3 火

4 水 ペップスポーツ教室 10:00～11:00 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
4ヶ月～ 15組）

おもちゃ広場 10:00～12:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　毎週木曜日

弁護士無料法律相談【要予約】 13:30～15:30 清武総合福祉センター２階 [問]同左☎55-6207（福祉係まで）

木の実クラフト製作 10:00～11:30 清武地域子育て支援センター
[問]同左☎84－2380　※事前申込要(10組
参加費200円）

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

「清武地区のんびり歩こう会｣開催事業 8:45～11:30 清武総合運動公園周辺 [問]清武地域まちづくり協議会☎84－5200

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

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
要　定員：15名(先着順）　参加費：会員300
円、会員外500円

8 日 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

9 月

避難訓練(消防車見学） 10:00～11:00 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　※事前申込要(10組）

筋力向上トレーニング事業基礎コース全１０回
（12/11迄）【要予約】 13:00～14:00 清武総合福祉センター筋トレ室 [問]同左☎55-6207（福祉係まで）

11 水

音楽パーク　 10:00～11:00 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）

おもちゃ広場 10:00～12:00 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

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　　 10:00～11:00 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　※事前申込要(15組）

安井息軒記念館講座第４回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234

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⑨ 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　申込者のみ参加

おもちゃ広場（おもちゃいっぱいの日) 10:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

アートな杜の魔法の木 13:00～15:30 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　※事前申込要(25名)
参加費300円

16 月

幼稚園開放（ぞう） 10:30～11:30 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335

世界の料理教室(韓国料理） 10:00～13:30 加納地区交流センター

[問]清武町国際交流協会☎69－9196(火・
木・金 13時～16時 不在時は留守電にお名
前・ご連絡先をお願いします)　※事前申
込要　定員：12名(先着順）　参加費：会
員500円、会員外1000円

キッズイングリッシュ 10:00～11:00 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
6ヶ月～ 15組）

地域子育て支援センター午後休館

健康相談 ※申込締切　11/12 9:10～15:30 清武保健センター
[問]同左☎85－1144 ※事前申込要
個別対応します。

おもちゃ広場 10:00～12:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

誕生会　　　　　 10:00～10:30 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

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

21 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

22 日 アートな杜の不思議な椅子① 13:00～15:30 きよたけ児童文化センター

23 月 アートな杜の不思議な椅子② 13:00～15:30 きよたけ児童文化センター

24 火

25 水 クリスマス飾り製作 10:00～11:00 清武地域子育て支援センター [問]同左☎84－2380　※事前申込要(10組）

赤ちゃんひろば 10:00～11:00 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　15
組）

おもちゃ広場 10:00～12:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

27 金

清武町史セミナー　 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234

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⑩ 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　申込者のみ参加

29 日
30 月

  >>>　裏面（おしらせ）　　　
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17 火

18 水

19 木

20 金

[問]同左☎85－6811　※事前申込要(20名)
参加費300円 ①．②の2回とも参加できる
方　対象：小学生以上

26 木

28 土
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　　　　 　このマークがついている行事は、裏面（お知らせ）に掲載しています。



きょうし おー

※①～②は、事前申込みが必要です。

①木の実クラフト製作

◆日 時 １１月６日(金)１０時～１１時３０分

◆定 員 １０組

◆参加費 ２００円

②クリスマス飾り製作

◆日 時 １１月２５日(木)１０時～１１時

◆定 員 １０組

★幼稚園見学・体験においでよ
◆日 時 １１月１７日(火)

１０時３０分～１１時３０分
◆会 場 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・体験
※どなたでも参加できます。（対象 １～４歳）

★安井息軒記念館バスツアー参加者募集
◆日 時 １２月１３日(日）９時～１５時３０分

受付 ８時４５分～
◆対 象 一般
◆参加料 ２，５００円(弁当込み）
◆定 員 ２０名
◆申込方法（①か②で申込んでください）
①記念館のチラシの申込用紙に氏名、住所、電話を明記
②電話・FAX・窓口を利用する。
◆申込締切 １２月６日(日）

★「清武地区のんびり歩こう会」開催事業
◆期 日 １１月７日(土)※雨天時は８日(日）に順延
◆受 付 ８時４５分～（１１時３０分頃解散予定）
◆会 場 清武総合運動公園周辺
◆コース 清武総合運動公園～今泉神社～清武総合

運動公園
※詳細につきましては、班回覧等でお知らせします。

安井息軒記念館からのお知らせ
お問合せ先 ☎84-0234 FAX84-2634

メール sokken.yasui@pic.bbiq.jp

清武地域子育て支援センター

からのお知らせ
お問合せ先 ☎84-2380
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清武幼稚園開放のお知らせ
お問合せ先 ☎85-5335

１１月に関する清武の歴史

○１８６２年(文久２年)１１月５日

飫肥藩 清武会所から銀札を発行しました。(こ

の頃、各藩で藩札の発行をしました。飫肥藩で初

めて藩札を発行した場所が清武です）

○１８６８年(明治元年）１１月３０日

安井息軒が疎開先の領家村から彦根藩下屋敷に

移りました。

○１８７１年（明治４年）１１月１４日

加納・木原・今泉・新町・船引が初めて都城県

の同一管轄となりました。都城県では管内を４７

の大区に分け、清武は第４７区となりました。

○１８８８年(明治２１年）１１月１０日

町村制施行のため、加納村外３ヶ村戸長 弓削

則徳が｢町村沿革調届」を県知事に提出しました。

これは、新町村名をつける際の参考となりました。

これにより、明治２２年に北清武村と南清武村が

成立しました。

※清武町史 通史編 下巻より

清武地域まちづくり協議会

からのお知らせ
お問合せ先 ☎84-5200
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きよたけ郷土祭りについて
今年度のお祭りは、新型コロナウイルスの感染拡大

防止により中止となってしまい残念でした。

この祭りには、次のような歴史があるそうです。

昭和５３年７月１５日・１６日、第１回「きよた

け破魔祭り｣が開催されました。これは｢年々薄れゆ

く住民の郷土愛、連帯感を何とかしなくては」と郷

土祭り実行委員会が主催しました。破魔は本来、仏

教用語であり「悪魔を破滅する事、煩悩を絶ち切る

こと」（広辞苑）という意味があります。

もともとの祭りは中野神社に由来しています。明

治６年に悪病が流行しました。中野神社はご祭神の

ご神幸を請い、６月１５日に、ご祭神は氏子内（上

加納、南加納、中野、新町,永田、黒坂、木原）を
ご巡幸されました。以後、この日がご神幸の例日と
なり、神社から上使橋のお旅所を往復されました。
平成５年からきよたけ破魔祭りはきよたけ郷土祭
りと言い方が変えられました。
※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

している行事等の変更がありますので、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。

お知らせ

月報きよたけは宮崎市のホームページにも掲載して

います。


