
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考

清武地区園児・児童・生徒作品展示月間 9:00～22:00
月曜日は17:00まで

清武地区交流センター [問]同左☎85－2002

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）

2 水 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）

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

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]同左☎55-6207　 ※事前予約要

4 金 正月飾り製作 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）

安井息軒記念館講座第５回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234

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

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

クリスマスアートフェスタ 12:00～16:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　今年は工作がいっぱい。
好きなブースを回って楽しんでね。ゲームをし
て景品をゲットしよう。

7 月

8 火

9 水

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

清武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）

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⑪ 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

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

安井息軒記念館バスツアー 9:00～15:30 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234 締切 12/6

親子でしめ縄づくり 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　事前申込要（親子20
組）　参加費300円

14 月

カレンダー製作 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）

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

16 水 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

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

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]同左☎55-6207　 ※事前予約要

18 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

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

ペアレンツ教室（冬を作ろう　飛び出すカード） 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　※事前申込要（大人
10人）　参加費200円

21 月

22 火 クリスマス会 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）

23 水 清武地域子育て支援センター午後休館

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

25 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⑫ 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

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木
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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。

【休館のお知らせ】　市社会福祉協議会清武支所
　　　　　　　　　　清武地域子育て支援センター　　　 １２月２９日(火）～１月３日(日）まで
　　　　　　　　　　きよたけ児童文化センター



※①～③は、事前申込みが必要です。
①正月飾り製作
◆日 時 １２月４日(金)１０時～１１時
◆定 員 １０組

②カレンダー製作
◆日 時 １２月１５日(火)１０時～１１時
◆定 員 １０組

③クリスマス会
◆日 時 １２月２２日(火)１０時～１１時
◆定 員 １５組（１歳～）
◆参加費 １１０円

★幼稚園見学・体験においでよ
◆日 時 １２月１５日(火)

１０時３０分～１１時３０分
◆会 場 清武幼稚園 くま組教室
◆内 容 年中児保育（くま組)の参観・体験
※どなたでも参加できます。

★清武地区園児・児童・生徒作品展
清武地区内の８つの保育園・子ども園・幼稚園・小中学

校・県立学校の園児・児童・生徒の作品を展示します。
○サティ子ども園 ：１２月１日（火）～ ８日（火）
○清武小学校 ：１２月１日（火）～１５日（火）
○大久保小学校 ：１２月４日（金）～２１日（月）
○清武みどり幼稚園：１２月４日（金）～２１日（月）
○清武中学校 ：１２月７日（月）～１４日（月）
○南今泉保育園 ：１２月９日（水）～１７日（木）
※県立学校２校は１月に開催します。
※開館時間中はいつでも自由に観覧できます。（無料）

★子ども見守りボランティア「ちびっこひろば」のお子様
募集！
◆対 象：満１歳から３歳以下のお子様

（宮崎市在住の方）
◆日 時：毎月第１、３木曜日、１０時～１２時
◆利用人数：１回３名まで
◆利用料：無料。予約制（１週間前までに予約必要）
◆会 場：宮崎市清武総合福祉センター内

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

ἛἼҸὛἿӖᇄếࠄἺὓἦὤẩ࠹అዾỀὣἥଡἠἱἦἕẪ

ፄ֢ἸඌἨἕᝉϷໄՠἸἪź

清武幼稚園開放のお知らせ
お問合せ先 ☎85-5335

１２月に関する清武の歴史

○１５４８年(天文１７年)１２月１３日

船引八幡宮社殿が再興されました。

※藤原（伊東）義祐の棟札が残っています。

○１５６１年(永禄４年）１２月２１日

清武円目（丸目）において伊東氏と飫肥の島津忠親

の和議が成立しました。

○１５８６年（天正１４年）１２月７日

清武地頭の伊集院久宣が鶴賀城（大分）攻撃で先陣

を切って城下に進出しました。(秀吉軍と戦いました）

○１８６２年（文久２年）１２月１２日

江戸幕府が安井息軒を昌平坂学問所教授に任命し

ました。

○１８７４年（明治７年）１２月１６日

清武郵便取扱所が開設されました。

※清武町史 通史編 下巻より

清武地区交流センターからのお知らせ
お問合せ先 ☎85-2002

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。
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市社会福祉協議会清武支所からのお知らせ
お問合せ先 ☎55-6207
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歴史トピック in きよたけ
宮崎の関が原の戦い

飫肥藩主 伊東祐兵（すけたけ）は、関ヶ原の戦いで、

当初、西軍(石田方）についていました。しかし、祐兵自身

が病に倒れてしまい、出陣できなくなりました。その時、日

頃から信頼を寄せる黒田如水の勧めがあり、東軍(徳川

方）につきました。そして、２５歳の若さで家老となってい

た、清武城代の稲津掃部助（いなづかもんのすけ）に宮

崎城攻めを命じました。

稲津掃部助は、１６００年９月３０日に清武城を出発し、

１０月１日に宮崎城を攻め落としました。

そのとき、宮崎城には延岡城主 高橋元種の家臣 権

藤種盛がいました。権藤種盛の軍は延岡からの援軍が

得られず、全滅しました。高橋元種は、当初、西軍に属し

ていましたが、９月１６日東軍に寝返りました。その知らせ

が届く前に稲津掃部助は宮崎城を攻めたので、結果的に

東軍同士の争いになりました。

その後、稲津掃部助はこの責任を問われ切腹を命じら

れました。１６０２年１０月、稲津掃部助は、清武城に篭城

して抵抗しましたが、最後は自害しました。２９歳でした。
※清武町史 通史編 上・下巻より


