
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
清武みどり幼稚園作品展示  9:00～18:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

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）

こねこねクラブ 16:00～17:00 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☎55-6207

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
あみあみクラブ 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
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）

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

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☎84-0234※事前申込要(1歳6ヶ月～10
組）

安井息軒記念館講座第７回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234※事前申込要、当日まで可

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

「星を見る会」事業 18:00～19:30 大久保小学校　校庭 清武地域まちづくり協議会　☎84-5200

清武幼稚園発表会  9:30～11:00 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335
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

クリスマスフェスタ 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811　楽しい工作とちょこっとプ
レゼントもあるよ。無くなり次第終了

6 月

7 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）

8 水 こねこねクラブ 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

県パネル展示（NOSAI宮崎の農村）  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
清武地域子育て支援センター午後休館
あみあみクラブ 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
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

けん玉をしよう 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

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

清武町史セミナー⑥ 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234※事前申込要、当日まで可
アート塾 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

12 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
13 月

健康相談 ※事前予約要  9:10～15:30 清武保健センター [問]同左☎85-1144

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6ヶ月～
10組）

誕生会　　　　　 10:00～11:00 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

こねこねクラブ 16:00～17:00 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☎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

あみあみクラブ 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

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）

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

18 土 安井息軒記念館講座第８回 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234※事前申込要、当日まで可

みやざき三計塾⑥ 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234※事前申込要、当日まで可

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

親子でしめ縄作り 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、定員20組、
参加費300円

20 月
幼稚園見学においでよ 10:30～11:30 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335

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）

清武地域子育て支援センター午後休館

こねこねクラブ 16:00～17:00 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
あみあみクラブ 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
２学期前半終了の日（1/6まで冬休み）  9:30～11:30 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335
けん玉をしよう 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
アート塾 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

26 日
27 月
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29 水
30 木

31 金
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清武総合支所地域市民福祉課
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令和３年

８日(水)まで

２６日まで

　　　　 　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。

【休館のお知らせ】　　清武地域子育て支援センター 　           １２月２８日(火）～１月３日(月)まで
                            市社会福祉協議会清武支所　　           １２月２９日(水）～１月３日(月)まで
　　　　　　　　　　　　　 きよたけ児童文化センター                  １２月２９日(水）～１月３日(月)まで



◆日 時 １２月１４日（火）９時１０分～１５時３０分
◆申込期限 １２月７日（火）
◆会 場 清武保健センター１階
◆対象者 令和３年度の特定健康診査を受診された方

（過去の健診結果をお持ちの方はご持参下さい）
◆必要物品 令和３年度の健診結果、宮崎市健康診査受

診券、（健康手帳、お薬手帳）

１）パパと遊ぼう
◆日 時 １２月４日(土)１０時～１２時
◆定 員 １０組 ◆対 象 １歳６か月以上

２）クリスマス会
◆日 時 １２月１４日(火)１０時～１１時
◆定 員 １０組 ◆対 象 １歳６か月以上

３）正月飾り製作
◆日 時 １２月１７日(金)１０時～１１時
◆定 員 １０組

４）カレンダー製作
◆日 時 １２月２１日(火)１０時～１１時
◆定 員 １０組
上記の１）～４）については、事前申込みが必要です。
会場は、清武地域子育て支援センターです。

★親子でしめ縄作り
◆日 時 １２月１９日(日)１３時～１５時
◆会 場 きよたけ児童文化センター
◆定 員 親子 ２０組
◆参加費 ３００円(１組）

★幼稚園見学においでよ
◆日 時 １２月２１日(火)１０時３０分～１１時３０分
◆会 場 清武幼稚園
◆内 容 全クラスの参観・体験
※どなたでも参加できます。

１）安井息軒記念館講座第７回
◆テーマ ｢幕末・明治の海防と国防」
◆日 時 １２月４日（土）１０時～１１時４５分
◆講 師 甲斐 睦教 氏(宮崎産業経営大学 教授）

２）安井息軒記念館講座第８回
◆テーマ ｢安井息軒の漢詩をよむために」
◆日 時 １２月１８日（土）１０時～１１時４５分
◆講 師 山元 宣宏 氏(宮崎大学教育学部准教授）

３）清武町史セミナー⑥
◆テーマ 「戦国時代後期の日向・清武」
◆期 日 １２月１１日（土）１０時～１１時４５分
◆講 師 松浦 祥雄 氏(清武町史執筆担当者）

４）みやざき三計塾⑥
「息軒の著作を読む｣というテーマで、『論語集説』を丁
寧に読んでいきます。
◆期 日 １２月１９日（日）１０時～１１時４５分
◆講 師 山元 宣宏 氏(宮崎大学教育学部准教授）

上記の１）～４）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） ◆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。

★「令和３年度きよたけ健康ふくしまつり」中止のお知らせ
１２月４日（土）１０時～１２時、清武文化会館で開催予定の

「きよたけ健康ふくしまつり」は、新型コロナウイルス感染防止
のため中止します。 【主催：清武健康福祉まつり実行委員会】

★｢星を見る会」事業（冬の夜空の天体観測）
冬の星座、金星、木星、土星、すばる等を天体望遠鏡で観測

してみませんか。
◆期 日 令和３年１２月４日(土)

(雨天の場合は、１２月１１日(土)に順延）
◆時 間 １８：００～１９：３０
◆会 場 大久保小学校校庭 ◆参加費 無料
※詳細は、班回覧チラシ等でお知らせいたします。

安井息軒記念館からのお知らせ
お問合せ先 ☎84-0234 FAX84-2634
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 本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
西南戦争と清武 その１

明治１０年(１８７７年）、鹿児島の私学校生徒や彼ら
とその志を同じくする私学校党は、政府が潜入探索を命
じていた鹿児島出身の警視庁少警部を捕らえたうえ、火
薬局・造船所を占拠、弾薬・兵器を強奪しました。これ
が西南戦争の発端です。西郷隆盛を中心とする西郷軍は、
ついに２月１５日に「政府に尋問の筋あり」と
約１５，０００の兵を率いて北上し、熊本鎮台を包囲し
ました。政府は直ちに討伐軍を九州に派遣しました。
このような中、清武からも西郷軍に呼応して、多くの

人が従軍しました。

※清武町史 通史編 下巻より

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

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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清武幼稚園からのお知らせ
お問合せ先 ☎85-5335

特定健康診査後の健康相談
予約・お問合わせ先

清武保健センター（清武総合支所１階）☎85-1144
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清武町イルミネーションのお知らせ
・日 時 １１月下旬～令和４年１月８日（土）１７：００～２３：００
・会 場 清武総合支所芝生広場
※ぜひご覧ください。

清武地域まちづくり協議会からのお知らせ
お問合せ先 ☎84-5200


