
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
おもちゃ広場（おもちゃいっぱいの日・堤さ
んのおもちゃ作り) 10:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

宿題かたづけ隊(図画） 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、定員15
名、参加費200円

2 月

夏休み子ども息軒塾② 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※早く来て自習可能

県パネル展示（宮崎の古墳文化パネル）
9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

へんてこガチャロボ大集合② 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、定員25
名、参加費無料

4 水 お弁当コンテスト 14:00～16:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　自由参加、参加費無
料

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

子ども一時預かりボランティア「リフレッシュき
よたけ」【要予約】 10:00～12:00 清武総合福祉センター [問]市社協清武支所 TEL:55-6207

わくわくサマー(夏祭り） 10:00～12:00 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）

わなげ道 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

7 土 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1,000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

10 火 歯ぁと！キッズ 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）

11 水 夏休み子ども息軒塾③ 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※早く来て自習可能

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 [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

14 土

15 日

16 月

17 火 夏休み子ども息軒塾④ 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※早く来て自習可能

18 水

県パネル展示（統計グラフコンクール作品）
9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

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

子ども一時預かりボランティア「リフレッシュき
よたけ」【要予約】 10:00～12:00 清武総合福祉センター [問]市社協清武支所 TEL:55-6207

20 金 おたのしみ教室 14:00～16:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

21 土 清武町史セミナー　第３回 10:00～11:45 安井息軒記念館
[問]同左☎84-0234　※申込必要、当日ま
で可

22 日

23 月

24 火 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

25 水 地域子育て支援センター午後休館
26 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

27 金 仲平豆箸つかみ 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

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

パパと遊ぼう 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
か月以上の幼児と父親 10組）

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　※申込必要、当日ま
で可

29 日

30 月
31 火
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①～③について、いずれも会場は清武地域子育て支援セ

ンターで、事前申込みが必要です。

①わくわくサマー(夏祭り）
◆日 時 ８月６日(金)１０時～１２時
◆定 員 １５組

②歯ぁと！キッズ
◆日 時 ８月１０日(火)１０時～１１時
◆定 員 １０組

③パパと遊ぼう
◆日 時 ８月２８日(土)１０時～１１時
◆対 象 1 歳 6 か月以上の幼児と父親
◆定 員 １０組

①、②の会場は、きよたけ児童文化センターです。
①へんてこガチャロボ大集合！
(君もガチャロボ博士になろう！）
◆日 時 ８月３日(火)１３時～１５時
◆対 象 小学生
◆定 員 ２５名
◆参加費 無料

②宿題かたづけ隊(図画）
◆日 時 ８月１日(日)１３時～１６時
◆対 象 小学生
◆定 員 １５名
◆参加費 ２００円

①～②については、次のとおりです。
◆会 場 安井息軒記念館 研修室
◆定 員 ４０名(当日まで受付可能です。）
◆受講料 無料
◆申込方法 電話 FAX,メールのいずれかでお願いします。

①清武町史セミナー(第３回）
◆テーマ 「戦国時代後期の日向・清武」

◆日 時 ８月２１日（土）１０時～１１時４５分

◆講 師 松浦 祥雄 氏(清武町史執筆担当者）

②安井息軒記念館講座

◆テーマ 宮崎の偉人シリーズⅡ

「宮崎が生んだ国民的歌人 若山牧水」

◆日 時 ８月２８日（土）１０時～１１時４５分

◆講 師 川口 眞弘(安井息軒記念館 館長）

★巡回バス利用者の募集！ 〈無料〉
社協清武支所では月・木を除く週３回、清武総合福祉セン

ターと町内間を結ぶ巡回バスを運行しています。 センターでは
入浴や交流、近くの病院やお店での買い物等をお楽しみいただ
けます。皆様のご利用をお待ちしています。
◆対象者 清武町在住で概ね６５歳以上の高齢者、障がい

者の方（同伴者も可）。
◆申込方法 乗車希望日の２日前までにご連絡ください。
◆運行日 火・水・金曜日、1 日３往復

★「第４３回きよたけ郷土祭り」を１０月９日（土）に開催
します!
◆日 時：１０月９日（土）９時～21 時
◆会 場：岡ノ下公園（岡球場）
祭り開催に伴い、行列練り歩き･ステージ･ボランティア
の参加者を募集します。
◆行列練り歩きコース：清武総合支所～岡ノ下公園
（約 800m）
◆募集締切：行列・ステージ ８月２０日（金）

：ボランティア ９月３０日（木）
※詳細は実行委員会事務局にお問合せください。

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

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。

歴史トピック in きよたけ
清武城の話 その３

１５６８年（永禄１１年）飫肥攻略を成し遂げた伊東義祐は、
南は飫肥から北は高智尾（高千穂）、西は三ツ山（小林）まで
を手中にしました。その間に一族・重臣・地方の在地領主を
城主・藩主・地頭として領域内に配置し、その城砦が４８か所
に及んだので、「伊東氏４８外城」と呼ばれました。

※清武町史 通史編 上巻より

きよたけ児童文化センター
お問合せ先 ☎85－6811

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

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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きよたけ郷土祭り実行委員会からのお知らせ
お問合せ先 ☎69-6645


