
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
1 月

2 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～  10組）

3 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～  10組）

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]市社会福祉協議会清武支所
☎55-6207

おもちゃ広場（おひざでだっこおはなし会） 10:00～12:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

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]市社会福祉協議会清武支所
☎55-6207

5 金 とんとんすもう道（千秋楽） 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　※本年度、最後の取
組です。

日本文化を英語でGo!! 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(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：15名(先着順）　参加費：会
員500円、会員外1000円

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

息軒ふるさとウォーク 9:30～12:00 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※受付3/3まで

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・3日曜日開
催

8 月

9 火
清武地区令和３年度
市民税・県民税申告受付

9:00～12:00
13:00～16:00

下加納自治公民館
[問]清武・地域市民福祉課市民係
☎85-1103

10 水 ハッピーステップ 14:00～ 清武地域子育て支援センター
[問]同左☎84－2380　※事前申込要(年長
児のみ 10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

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(10
組）

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

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

14 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

15 月

16 火

17 水 地域子育て支援センター午後休館

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
～　10組）

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]市社会福祉協議会清武支所
☎55-6207

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

加工センター手作り体験会 第１回日
向夏ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ

9:00～12:00
清武ふるさと農産物加工セ
ンター

[問]同左☎84-2350　申込受付済み

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

20 土

21 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・3日曜日開
催

22 月

23 火 第５１回清武幼稚園卒園式 10:00～11:00 清武幼稚園ホール [問]同左☎85－5335

24 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～　10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

26 金 清武幼稚園修了式 午前中 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335

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

28 日

29 月

30 火

31 水

  >>>　裏面（お知らせ）　　　

4 木

6 土

7 日

11 木

12 金

18 木

19 金

25 木

令和３年２月１５日発行
清武総合支所地域市民福祉課
☎８５－１１１１

令和３年

１0日(水)まで

　　　　 　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。



★テニスコート２面の改修工事終了にともない、４月１日から
使用料が変わります。
◆改訂後の使用料が適用される日

令和３年４月１日（木）使用分から
◆改訂後の使用料

※ご利用には事前の使用申請が必要です。申請方法などに
ついてはお問合せください。

◆期 日 ３月９日（火）・３月１０日（水）
◆時 間 午前９時～１２時、午後１時～４時
◆会 場 下加納自治公民館
◆次のことにご注意ください。
・清武地区以外にも会場がございます。
・市の申告期間中、市民税課・総合支所等の通常窓口
では申告受付はしておりません。

★息軒ウォーク参加者募集
◆日 時 ３月７日（日）９時３０分～１２時
◆内 容 中野周辺の史跡
◆定 員 ３０名
◆申込方法 電話、ＦＡＸ、ハガキにてお願いします。
◆締 切 ３月３日（水）

★ハッピーステップについて（センターの卒園式）
◆日 時 ３月１０日(水)１４時～
◆会 場 子育て支援センター
◆対 象 年長児
◆定 員 １０組
◆申込受付開始 ２月１日（月）～

★令和３年４月から「ちびっこ広場」が「リフレッシュ
きよたけ」に名称を変更！
子育てで忙しくされているお父さん・お母さん、少しの

間、お子さんと離れてほっと一息つきませんか？保育士や
育児経験のあるボランティアが、下記の日程でお子さんを
お預かりしています。
◆実施期日 毎月 第１・第３ 木曜日
◆実施時間 午前１０時～１２時
◆実施場所 清武総合福祉センター
◆対 象 者 満１歳から４歳未満の幼児
◆利用料金 無料

区分 １コート１時間あたり

一般 ６３０円

児童・生徒 ３１０円

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
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３月に関する清武の歴史

○１６４０年(寛永１７年)３月

松井五郎兵衛による松井用水が完工しました。これ

により、清武郷の農業生産力が上がりました。

○１８３１年（天保２年）３月

安井滄洲が振徳堂総裁、息軒が助教授となり、飫

肥へ転居しました。

○１８８９年(明治２２年）３月２９日

加納・船引を併せて北清武村が、木原・今泉が南清

武村として成立し、北清武村長に高橋元善、南清武村

長に安井徹が選ばれました。両村で村会議員選挙が

行なわれました。

○１９１５年（大正４年）３月２０日

日豊線宮崎―清武間を県営で運転開始となりまし

た。

○１９６５年（昭和４０年）３月３日

清武町消防団が全国表彰を受けました。

※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。

加納公園テニスコート使用料改訂のお知らせ
お問合せ先 清武･農林建設課建設係 ☎85-1106

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。

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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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

清武地区における令和３年度市民税・県民税

申告会場のご案内
お問合せ先 清武・地域市民福祉課市民係 ☎85-1103

歴史トピック in きよたけ
平部嶠南（ひらべ きょうなん）について

嶠南は、１８１５年に清武郷加納村中野新馬場の和田
家の長男として生まれました。
１８２７年、１３歳の時に中野に学問所 明教堂が開設

されたので、安井息軒を師として学びました。
１９歳の時に平部家の養子となり、その後、２０歳で藩

校振徳堂の句読師、２３歳で助教、２４歳で教授となりま
した。
１８４４年、３０歳の時に相談中・江戸藩邸留守居副役

兼務に任ぜられ、その後、家老や大参事になりました。
明治７年(１８７４年）、宮崎県庁から地理図誌編輯（へ

んしゅう）係の依頼を受けました。明治８年１２月６日から
県内の全村の調査を行い、明治１３年１２月１日に終了し
ました。
明治１４年から本格的な編輯に取り掛かり、明治

１７年(１８８４年）７月２０日に｢日向地誌」の校合を終え、
７月２６日に県庁に提出しました。

※清武町史 通史編 下巻より


