
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
1 金

2 土

3 日

4 月 きよたけ児童文化センター休館日

5 火 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）

6 水

おもちゃ広場（おひざでだっこお話会) 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」【要予約】 10:00～12:00 清武総合福祉センター２階 [問]55-6207（福祉係）

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]55-6207（福祉係）

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　　 10:00～11:00 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）

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

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

お佐代さんを偲ぶ会 10:00～11:30 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234

アート塾⑬ 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、最終回

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

清武・加納地区成人式 10:00～11:15 清武文化会館 [問]加納地区交流センター　☎85－2666

11 月

12 火 手作り玩具づくり 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～10組）

13 水

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

地域子育て支援センター午後休館
15 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

清武地区園児・児童・生徒作品展 9:00～22:00 清武地区交流センター [問]同左☎85－2002

安井息軒記念館冬の企画展 9:00～16:30 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234

17 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

18 月

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

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

20 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）

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」【要予約】

10:00～12:00 清武総合福祉センター２階 [問]55-6207（福祉係）

22 金
おたのしみ教室（アレンジフラ
ワー）

16:00～17:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　※事前申込要、定員
20名、参加費無料

23 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

24 日

25 月

26 火

27 水 地域子育て支援センター午後休館
28 木 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

29 金 ヤクルトうん知育教室 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(15
組）

30 土

31 日

  >>>　裏面（お知らせ）　　　

7 木

8 金

9 土

10 日

14 木

16 土

19 火

21 木

令和２年１２月１５日発行
清武総合支所地域市民福祉課
☎８５－１１１１

令和３年

【年始休館】　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              １月３日(日）まで
　　　　　　　きよたけ児童文化センター

　　　　 　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。

３月７日まで



○期 日 １月１０日(日）

○会 場 清武文化会館

○受 付 ９時３０分～１０時

○内 容

◆第１部 中学校区別交流会

加納 １０時～・清武 １０時５０分～

◆第２部 記念行事・式典

清武 １０時～・加納 １０時５０分～

（１）記念行事 新成人実行委員あいさつ

（２）式典

実行委員会会長あいさつ・祝辞

新成人代表のことば

◆写真撮影 清武１０時２５分～・加納１０時３５分～

★幼稚園見学・体験においでよ

◆日 時 １月１９日(火)

１０時３０分～１１時３０分

◆会 場 清武幼稚園 ぞう組教室

◆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。

★おたのしみ教室（アレンジフラワー）

◆日 時 １月２２日(金)１６時～１７時

◆定 員 ２０名（小学生対象）

◆参加費 無料（「みやざき花で彩る未来」推進協議会の

協力により生花代は無料です。）

会場はいずれも安井息軒記念館で、参加費は無料です。

★お佐代さんを偲ぶ会

◆日 時 １月９日（土）１０時～１１時３０分

※詳細はお問合せください。

★令和２年度冬の企画展

◆テーマ 「清武・飫肥時代の安井息軒」（仮）

◆期 間 １月１６日（土）～３月７日（日）

◆開館時間 ９時～１６時３０分

会場はいずれも子育て支援センターで事前申込が必要です。
★作って遊ぼう’ 手作り玩具づくり

◆日 時 １月１２日(火)１０時～１１時

◆対 象 １歳６ヶ月～

◆定 員 １０組

★ヤクルトうん知育教室

◆日 時 １月２９日(金)１０時～１１時

◆定 員 １５組

★清武地区園児・児童・生徒作品展
１２月の保育園・子ども園・幼稚園・小中学校に引き続

いて、県立学校２校の生徒作品を展示します。

○清武せいりゅう支援学校：

１月１６日（土）～２９日（金）

○みなみのかぜ支援学校：

１月１８日（月）～２９日（金）

★出前防災講座 （無料）
自治会、サロン等で自分達の安全を守るために、自然

災害について一緒に考えてみませんか？

◆内容 「我が家の安全対策」「非常持出品」「避難

経路」等々

◆日時 平日、休・祝日、夜間でもＯＫ！(1 時間程度)

◆会場 自治公民館等。あなたの地域に出向きます。

安井息軒記念館からのお知らせ
お問合せ先 ☎84-0234 FAX84-2634
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清武幼稚園開放のお知らせ
お問合せ先 ☎85-5335

１月に関する清武の歴史

○１５８５年(天正１３年)１月２１日

清武地頭の伊集院久宣とその衆中が肥前遠征など

の活躍が認められ、｢宮崎同前」という格上げされた

処遇を受けました。

○１８７５年（明治８年）１月

清武郵便局が開設されました。

○１９０８年(明治４１年）１月１０日

清武青年団が創立されました。

○１９４９年（昭和２４年）１月１５日

第１回成人式が行われました。

○１９５６年(昭和３１年）１月

緑の羽根（緑化推進）募金優良町村として表彰され

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。

祝「清武・加納地区成人式」開催！
お問合せ先 加納地区交流センター ☎85-2666

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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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

市社会福祉協議会清武支所からのお知らせ
お問合せ先 ボランティアセンターきよたけ

☎55-6207
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きよたけ児童文化センターからのお知らせ
お問合せ先 ☎85-6811


