
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
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

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 [問]市社協清武支所☎55-6207

あみあみクラブ 16:00～17:00

大久保小学校作品展示 9:00～18:00

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　8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

第３回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※申込要

おたのしみ教室 13:00～15:00 [問]同左☎85－6811

おもちゃ病院 13:00～16:00
[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

4 日 おもちゃ広場（おもちゃいっぱいの日) 10:00～15:00 [問]同左☎85－6811

5 月

6 火 ペップスポーツ教室 10:00～11:00
[問]同左☎84－2380※事前申込要(1歳4ヶ
月～8組）

7 水 キッズイングリッシュ 10:00～11:00
[問]同左☎84－2380※事前申込要(1歳8ヶ
月～8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

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 10:00～11:30 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～
8組）

大なわとび 16:00～17:00 [問]同左☎85－6811

音楽教室 9:30～11:30 [問]同左☎85－6811

日本文化を英語でGo!! 10:30～11:30 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

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

11 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

12 月

13 火 ヤクルトうん知育教室 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(8組）

14 水 ちくちくクラブ 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
あみあみクラブ 16:00～17:00

16 金 国際大学学生と工作 15:00～17:00

17 土 八重川堤防沿いごみ拾い活動 8:00～10:00
集合場所：ハンズマン第２
駐車場

[問]加納地域まちづくり協議会☎84-0050

18 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

19 月

20 火 園開放 10:30～11:30 清武幼稚園 [問]同左☎85-5335

21 水
おもちゃ広場 10:00～12:00
あみあみクラブ 16:00～17:00
清武郷先人祭 9:00～9:45 安井息軒記念館先人廟前 [問]清武・地域市民福祉課☎85-1111

安井息軒記念講演会 10:00～11:45 [問]安井息軒記念館☎84-0234※申込要

息軒デー 13:00～16:30 [問]安井息軒記念館☎84-0234

大なわとび 16:00～17:00

音楽教室 9:30～11:30

アートな実験室 13:00～15:00

25 日 ふわふわゆらゆら動く名画 13:00～16:00
[問]同左☎85－6811※事前申込要、定員:
小学生親子20組、参加費500円

26 月

27 火 はじめての手話 10:00～11:00 [問]同左☎84－2380※事前申込要

誕生会　　　　　 10:00～11:00
[問]同左☎84－2380※誕生者のみ事前申込
要、他の方は自由参加

ちくちくクラブ 16:00～17:00
おもちゃ広場 10:00～12:00
あみあみクラブ 16:00～17:00

30 金

  >>>　裏面（お知らせ）　　　

1 木

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

2 金

3 土

きよたけ児童文化センター

清武地域子育て支援センター

8 木

9 金

きよたけ児童文化センター

10 土

15 木

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

22 木 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

23 金 清武文化会館

きよたけ児童文化センター

[問]同左☎85－6811
24 土

清武地域子育て支援センター

28 水

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811
29 木

令和４年８月１５日発行
清武総合支所地域市民福祉課
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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。



第６６号

★八重川堤防沿いごみ拾い活動に参加しませんか
◆日 時 ９月１７日(土) ８時～１０時(少雨決行）
◆集合場所 ハンズマン第２駐車場
前回と集合場所が異なりますので、ご注意ください。
◆準備するもの 軍手、火ばさみなど

★ヤクルトうん知育教室
ヤクルトさんによる腸内環境のお話です。
◆日 時 ９月１３日(火)１０時～１１時
◆会 場 清武地域子育て支援センター
◆対 象 子どもさんの年齢制限はありません。
◆定 員 ８組

★ふわふわゆらゆら動く動画
◆日 時 ９月２５日(日)１３時～１６時
◆対 象 小学生以上の親子
◆定 員 ２０組
◆参加費 一組５００円

１）第３回安井息軒記念館講座
◆テーマ ｢飫肥の殿様の先祖たち～鎌倉殿の時代～」
◆日 時 ９月３日（土）１０時～１１時４５分
◆講 師 長友 禎治 氏（日南市文化財専門員）
◆会 場 安井息軒記念館 研修室 ◆定 員 ４０名

※本講座は、毎回、申込みが必要です。
２）安井息軒記念講演会
◆テーマ ｢安井息軒は、『温故知新』をどのように解

釈したのか」
◆講 師 山元 宣宏 氏（宮崎大学准教授）
◆日 時 ９月２３日（金・祝） １０時～１１時４５分
◆会 場 宮崎市清武文化会館 半九ホール
◆定 員 ２００名

※上記の１）、２）については、受講料は無料で、事前申込みが
必要です。電話、FAX、メール、窓口で申込んでください。

３）息軒デー
◆日 時 ９月２３日（金・祝） １３時～１６時３０分
◆会 場 宮崎市清武文化会館 半九ホールほか全館
◆参加費 無料
◆内 容
・半九ホール 息軒に関する各種コンクールの表彰と発表
・小ホール 小学生かるた大会ほか
・全館をフル活用して、仲平豆はしつかみやプラ板作成、
息軒の似顔絵やイラスト作成など

※詳細はお問合せください。

★「ふれあいルーム」がオープンしました
清武総合福祉センターの１階に、幅広い年代の方が気軽

に立ち寄れる「地域の居場所」ができました。
◆利用時間 月～金（祝日除く）８：３０～２２：００
◆利用料 無料

※体験や講座等のご予定がある場合は、事前にご相談ください。

清武活性化委員会では、毎月第２日曜日に、軽トラ市を

開催しています。軽トラ市にぜひお越しください。

◆日時 ９月１１日(日)９時～１２時

◆場所 清武町文化会館前通り

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

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２

黒坂の観音堂に阿吽の仁王像が立っています。後ろに
「仏師平賀氏快然祐舎作」の銘があり、快然が製作した
ことが分かります
この仁王像は、明治時代の廃仏棄釈をのがれ、黒坂観

音堂から東南５００メートルほどにあった勢田寺から移
設されたものです。
※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

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
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きよたけの文化財

清武の大クス

船引神社の境内にあり、別名「八幡楠」とも呼ばれ
るクスノキで、昭和２６年６月９日、国指定の天然記
念物となりました。指定当時、樹齢９００年とされま
した。
樹高２５メートル、人の目の高さで図った幹周り

１３．２メートル、根廻り１８メートルで、最大級の
クスノキです。
地上約２メートルで東に大きな一枝が出ていて、幹

には大きな空洞があります。

※清武町史資料編より

清武はんきゅう軽トラ市

お問合せ先 ☎55-6207


