
日 曜 行 事 時間 場所 備           考
1 月

村上仁さんの作品展示
9:00～18:00

ミニチュアドレスコンテスト
14:00～16:00

夏休みこども息軒塾② 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※申込要

3 水

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

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

わくわくサマー（夏祭り） 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(10組）

たのしく遊ぼう 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

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　※申込要、当日まで
可

夏だ!地元野菜をおいしく食べよう！ 10:00～12:00 清武地区交流センター [問]清武地域まちづくり協議会☎84-5200

おもちゃ広場（おもちゃいっぱいの日) 10:00～15:00

恐竜発掘&わくわくミュージアム 13:00～16:00

8 月

9 火 夏休みこども息軒塾③ 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※申込要

キッズ　ワールドトラベル 13:30～15:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811※事前申込要、定員
小学生15名、参加費　無料

清武地域子育て支援センター午後休館

11 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

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

大なわとび 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811※毎月第2．第4金曜開
催

盆踊りフェスティバル 18:00～20:00 清武地区交流センター [問]清武地域まちづくり協議会☎84-5200

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

15 月

夏休みこども息軒塾④ 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234　※申込要

清武地域子育て支援センター午後休館
17 水

18 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

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

19 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

20 土 星を見る会 20:00～21:00 大久保小学校 [問]清武地域まちづくり協議会☎84-5200

21 日
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※定員20名、参加費無
料、最終受付14:30まで

22 月

ママヨガ 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(5組）

青パト隊新規隊員・更新者講習会 19:00～20:00 加納地区交流センター [問]加納地域まちづくり協議会☎84-0500

24 水

25 木 おもちゃ広場 10:00～12:00 [問]同左☎85－6811

26 金 大なわとび 16:00～17:00
[問]同左☎85－6811※毎月第2．第4金曜開
催

音楽教室 9:30～11:30 [問]同左☎85－6811

パパとあそぼう 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ヶ月以上の幼児と父親　7組）

アートな実験室 13:00～15:00 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 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、他は参加自由

  >>>　裏面（お知らせ）　　　

2 火
きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811　※参加自由

4

5 金

6 土

7 日 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

10 水

12 金

16 火

23 火

きよたけ児童文化センター

27 土
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　　　　 　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。

７日(日)まで

１３日(土)まで



第６５号

１）夏だ!地元野菜をおいしく食べよう！
清武の食材を使って親子で料理を行い、作ること、食べる

ことの楽しさを体験しましょう。
◆日 時 ８月６日（土） １０時～１２時
◆会 場 清武地区交流センター 調理室
◆申込方法 ７月初旬作成のチラシで申込んでください。
◆参加費 無料
◆参加人数 ４家族

２）盆踊りフェスティバル
ご家族で夕涼みに来られませんか
◆日 時 ８月１２日（金） １８時～２０時
◆会 場 清武地区交流センター 芝生広場
◆内 容 清武音頭等の盆踊り、お楽しみ抽選会など
３）星を見る会
夏の星空天体観測土星、天の川等を天体望遠鏡等で観察

してみませんか
◆日 時 ８月２０日（土）２０時～２１時
◆会 場 宮崎市立大久保小学校 校庭
◆参加費 無料
◆参加人数 ８０名先着順
２）～３）については、回覧等でお知らせします。

★青パト隊員になりませんか？
青パト講習会 （新規隊員・更新者）を開催します。

◆日 時 ８月２３日（火） １９時～２０時
◆会 場 加納地区交流センター 学習室
◆対 象 普通自動車免許をお持ちの方

※青色回転灯を装備した自動車で地域内を巡回します。
詳細は加納地域まちづくり協議会事務局にお問い合
わせください。

１）わくわくサマー（夏祭り）
◆日 時 ８月５日(金)１０時～１１時３０分
◆対 象 子どもさんの年齢制限はありません。
◆定 員 １０組

２）パパとあそぼう
◆日 時 ８月２７日(土)１０時～１１時
◆対 象 1 歳６ヶ月以上の幼児と父親
◆定 員 ７組

上記の１）～２）については、会場は清武地域子育て支
援センターで、事前申込が必要です。

★清武町史セミナー 第３回
清武町史の執筆者の一人である松浦祥雄氏によるセミナ

ーです。３回シリーズの最終回です。
◆テーマ ｢江戸飫肥藩の清武郷の浮世人」
◆日 時 ８月６日（土）１０時～１１時４５分
◆会 場 安井息軒記念館研修室
◆受講料 無料
◆申込方法 電話、FAX、メール、窓口

★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楽しむことが
できます。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

★キッズワールドトラベル
宮崎に住んでいる外国人の方々と一緒にお話しません

か？文化や食べ物など、知らないことをいろいろと質問
したり、ゲームをしたり、楽しい交流の時間を一緒に過
ごしましょう。
◆日 時 ８月１０日(水)１３時３０分～１５時
◆対 象 小学生
◆定 員 １５名
◆参加費 無料

※清武町国際交流協会との共催事業です。

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

清武地域まちづくり協議会からのお知らせ
お問合せ先 ☎84-5200

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
平賀 快然（ひらが かいぜん）について
その１

快然は、彫刻技能に優れており、宮崎市や日南市など
に多くの石像木像を残しています。生没年などは詳細にわ
かっていませんが、作仏の記年により元禄１６年（１７０３）
から宝暦７年（１７５７）まで彫作活動をしていることがわか
ります。出身地は飫肥藩清武郷今江で、現在の宮崎市大
字熊野今江となります。
快然につながる系図は発見されていませんが、同姓の

平賀氏家系図によると、祖は工藤祐経とされています。祐
経は源頼朝に仕え、日向県（延岡）、児湯郡などを給わっ
たとあります。その子孫は都於郡の伊東氏であり、後の飫
肥藩主につながる家系です。このことから平賀氏も伊東氏
から分かれた一族ということがわかります。

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

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 ☎55-6207
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加納地域まちづくり協議会からのお知らせ
お問合せ先 ☎84-0500


