
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
1 月

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）

清武小作品展示 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

鬼の面づくり・豆まき 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(1歳
6ヶ月～10組）

安井息軒記念館呈茶 13:00～15:00 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※当日順次受付

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]市社会福祉協議会清武支所☎55-6207

5 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

6 土 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（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

ペアレンツ講座（クロスコラージュ）① 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　※事前申込要 （大
人のみ）　※２回連続講座

8 月

9 火 ひな人形製作 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）

10 水 地域子育て支援センター午後休館

安井息軒梅まつり 10:00～15:00 安井息軒記念館敷地内及び旧宅 [問]同左☎84-0234

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

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）

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

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

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(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300円、会員外500円

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

ペアレンツ講座（クロスコラージュ）② 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　※事前申込要 （大
人のみ）　※２回連続講座

15 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（くま組） 10:30～11:30 清武幼稚園ホール [問]同左☎85－5335

家族介護者交流会 13:30～15:30 清武総合福祉センター　２Ｆ
[問]清武地区地域包括支援センター☎55－
6330

17 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」
【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

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

22 月

23 火

24 水 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

26 金

子育てまつり 10:30～12:00
清武地域子育て支援セン
ター・総合支所駐車場一部

[問]同左☎84－2380　※事前申込要
申込締切　2月20日（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
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◆日程・会場
○２月１２日（金）～２月２５日（木）
清武総合支所 １階会議室

○３月９日（火）～３月１０日（水）
下加納自治公民館

◆時 間 午前９時～１２時、午後１時～４時
※土曜・日曜、祝日は除きます。

◆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。

会場は、①、②が子育て支援センター、③が子育て支
援センターと総合支所駐車場です。事前申込が必要です。
①鬼の面づくり・豆まき
◆日 時 ２月３日(水)１０時～１１時３０分
◆対 象 １歳６ヶ月～ ◆定員 １０組

②ひな人形製作
◆日 時 ２月９日(火)１０時～１１時 ◆定員 １０組

③子育てまつり
◆日 時 ２月２７日(土)１０時３０分～１２時

（受付１０時～）
◆申込締切 ２月２０日（土）

★幼稚園見学・体験においでよ
◆日 時 ２月１６日(火)

１０時３０分～１１時３０分
◆会 場 清武幼稚園 ホール
◆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。

◆日 時 ２月１６日(火)１３時３０分～１５時３０分
受付 １３時１５分から

◆会 場 清武総合福祉センター ２階 会議室
◆対象者 ご自宅で介護されている方、介護経験のある方、

その他本交流会に関心のある方
◆内 容 「在宅での栄養管理」「介護体験を語ろう会」
◆参加費 無料

★ペアレンツ講座申込募集
◆日 時 ２月 ７日(日)１３時～１６時

２月１４日(日)１３時～１６時
◆定 員 １５名（大人のみ）◆参加費 ７００円
◆内 容 布を使ってメルヘンチックな作品を作ります。

会場は、①～③が安井息軒記念館で、④が中野周辺です。
全て参加費は無料です。
①呈茶
◆日 時 ２月３日（水）～１０日（水）１３時～１５時
※８日（月）は休館日

②安井息軒梅まつり
◆日 時 ２月１１日（木・祝）１０時～１５時
◆内 容 書道吟、クイズラリー、呈茶、琴演奏など
※詳細はお問合せください。

③安井息軒記念講座
◆日 時 ２月１３日（土）１０時～１１時４５分
◆テーマ 飫肥藩士のお名前
◆定 員 ４０名（当日まで受付可）
◆申込方法 電話、ＦＡＸ、メールにてお願いします。

④安井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）

◆内容・日時
①日向夏マーマレード ３月１９日(金) ９時～１２時
②味噌 ４月１６日(金) ９時～１２時
③めんつゆ ５月２１日(金) ９時～１２時
④アイスクリーム ６月１８日(金) ９時～１２時

◆会 場 清武ふるさと農産物加工センター
◆対 象 全４回に参加でき、初めて施設を利用される方
◆定 員 １２名(定員になり次第締切)
◆参加費 ４，５００円（全４回分）
◆持参物 エプロン、三角巾、マスク
◆申込期間 ２月２２日(月)～２７日(土)

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

清武幼稚園開放のお知らせ
お問合せ先 ☎85-5335

２月に関する清武の歴史

○１８６９年(明治２年)２月２２日

日向国内の日田県管轄地と豊後国延岡領の交換が

行なわれ、船引村は延岡県の管轄となりました。

○１８８３年（明治１６年）２月

川越進が鹿児島県通常県会で議長に選出されまし

た。その後、鹿児島県会で分県案が上程され、５月９日

に宮崎県が再配置されました。

○１９２８年(昭和３年）２月１１日

清武郵便局に電話の交換台が設置され、清武村内

に２６の電話が架設されました。

○１９６５年（昭和４０年）２月２８日

学校給食センターが完成しました。

○１９８４年（昭和５９年）２月２５日

清武町役場庁舎が完成し、落成式を行いました。

※清武町史 通史編 下巻より

「清武ふるさと農産物加工センター体験会」の

ご案内 お問合せ・お申込み先 ☎84-2350

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

お知らせ

この月報は宮崎市のホームページにも掲載しています。

家族介護者交流会のご案内
清武地区地域包括支援センター ☎55-6330

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

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。
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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


