
日 曜 行 事 時 間 場 所 備           考
「十九の丘」みかん育成体験事業(受付8:30～)  8:45～12:30 十九の丘みかん団地 [問]清武地域まちづくり協議会☎84-5200

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

みやざき三計塾① 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234※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

3 月

4 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～7組）

5 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8ヶ月～7組）

第１学期終業の日（秋休み～11日ま
で）

清武幼稚園　※清武小・
大久保小・加納小・清武
中・加納中も同じ

[問]同左☎85-5335

県パネル展示｢森林・林業にふれてみませんか」

9:00～18:00 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

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　7組）

たのしく遊ぼう 16:00～17:00
音楽教室 9:30～11:30

Kiyotake De English 11:00～12:30 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

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

みやざき三計塾② 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234※申込要、当日まで可

森の妖精 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター
[問]同左☎85－6811※申込要、定員：小学生の親子
20組、参加費：1組500円

10 月
11 火

12 水 ２学期始業の日
清武幼稚園　※清武小・
大久保小・加納小・清武
中・加納中も同じ

[問]同左☎85-5335

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

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

パターゴルフ 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811※参加自由

15 土 安井息軒記念館臨時講座 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234※申込要、当日まで可

親子運動会（園開放） 9:30～11:30 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、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

17 月
18 火 清武地域子育て支援センター午後休館
19 水

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

清武中学校作品展示
9:00～18:00

国際大生と工作 15:00～17:00
音楽教室 9:30～11:30
アートな実験室 13:00～15:00

23 日 みやざき三計塾③ 10:00～11:45 安井息軒記念館 [問]同左☎84-0234※申込要、当日まで可
24 月
25 火 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）

入園説明会 10:00～11:00 清武幼稚園 [問]同左☎85-5335

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
自由参加）

27 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

ハロウィンうんどう会 10:00～12:00 新川街区公園東側広場
[問]地域子育て支援センター☎84－2380※事前申込
要（24組）

パターゴルフ 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811※参加自由
29 土

地域防災訓練（避難訓練/講演/炊き出し
訓練）

9:00～12:00
加納地区交流センター
加納公園（こども広場）

[問]加納地域まちづくり協議会☎84-0500

キャンディハンティング（１部） 13:00～13:40 クロスモール内店舗前通路

ハロウィンパーティ（２部） 14:00～16:00 加納地区交流センター

31 月

  >>>　裏面（お知らせ）　　　

1 土

2 日

6 木

7 金

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

8 土

9 日

13 木

14 金

16 日

20 木

21 金
きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

22 土

26 水

28 金

30 日
[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)　※１部：事前申込不要　２部：事前
申込要（締切10/27)　定員：20名(先着順）　参加
費：会員100円、会員外300円

令和４年９月１５日発行
清武総合支所地域市民福祉課
☎８５－１１１１

令和４年

19日(水)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。

11月２日(水)まで



第６７号

★地域の防災について学びませんか？
緊急時(地震発生等)の避難行動はどうあればよいで

しょう。命を守る行動について考えましょう‼
◆日 時 １０月３０日（日）９時～１２時予定
◆会 場 加納地区交流センター及び

加納公園こども広場
◆対 象 地域住民
◆内容
○避難訓練（地震を想定した訓練の実施）
○地域防災コーディネーターによる講演
「東日本大震災に学ぶ」

○防災かまどを活用した炊き出し訓練
（炊き出しのふるまいをします。）

※詳細については、回覧等でお知らせいたします。

★「十九の丘」みかん育成体験事業
◆日 時 １０月１日(土)８時４５分～１２時３０分頃

受付８時３０分～
◆会 場 清武町大久保地区「十九の丘」みかん団地
◆内 容 日向夏の袋かけ・極早生みかんの収穫体験
◆募集人数 ３００名（定員になり次第締切ります。）
※詳細については、回覧等でお知らせいたします。

★森の妖精
◆日 時 １０月９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

★ハロウィンうんどう会
ハロウィンにちなんだ仮装をして運動会を楽しみませ

んか。
◆日 時 １０月２８日(金)１０時～１２時
◆会 場 清武地域子育て支援センター
◆定 員 親子 ２４組

★ハロウィンのイベント開催！詳細はお問合せください。
◆期 日 １０月３０日(日)
◆内 容
・１部はキャンディハンティング。１３時～１３時
４０分にクロスモール内店舗前通路で実施。

・２部はハロウインパーティ。１４時～１６時に加納
地区交流センターで実施。

１）みやざき三計塾（全６回・日曜日開催）
「安井息軒の著作を読む」というテーマで｢論語集説」を
丁寧に読んでいきます。
◆期 日 １０月２日（日）・１０月９日（日）・

１０月２３日（日）
※残り３回は１１月に行います。
※初回の申込みで全６回受講できます。
◆講 師 山元 宣宏 氏（宮崎大学准教授）

２）安井息軒記念館臨時講座
昨年ビデオ講座として実施した内容を基本としますが、

台湾や中国の現況についても少し触れる内容になってい
ます。
◆期 日 １０月１５日（土）
◆講 師 青山 大介 氏（安井息軒記念館学芸員）

上記の１）、２）については、次のとおりです。
◆時 間 １０時～１１時４５分 ◆定 員 ４０名
◆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
※事前申込みが必要です。

★赤い羽根共同募金がはじまります
今年も１０月１日から赤い羽根共同募金運動がスタート

します。お寄せいただいた募金は、自分の町をよくするた
めの活動に役立てられます。
皆様のご協力をお願いいたします。

【運動期間】 １０月１日～１２月３１日

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。

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。

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

宮崎市共同募金会からのお知らせ

お問合せ先 ☎55-6207

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

船引破魔太鼓、中木原破魔太鼓、
黒坂・永田破魔太鼓
その１

これらは、船引、中木原、黒坂・永田地区に伝わ
るもので、江戸時代に飫肥藩清武郷一帯に広く行わ
れた雨乞い祈願が起源で、それぞれ船引雨乞太鼓、
中木原雨乞太鼓、黒坂・永田雨乞太鼓、と呼ばれて
いました。干ばつの時、大太鼓や鉦を打ち鳴らし、
雲を振動させて雨を降らせようとしたことにはじま
り、地区ごとに鉦、太鼓のリズムが異なり、以前は
太鼓の大きさを競い合ったそうです。
近年は雨乞い祈願に使われることはなく、破魔祭

り（現清武郷土祭り）に参加するようになって、破
魔太鼓と改称しています。
昭和６１年３月３１日に当時の清武町の指定無形

民俗文化財となり、合併後は宮崎市に引き継がれま
した。

※清武町史資料編より

清武町国際交流協会からのお知らせ
お問合せ先 ☎69-9196

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
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