
日曜 行 事 時 間 場 所 備           考
1 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

健康相談 ※事前予約要 9:00～15:30 清武保健センター [問]同左☎85-1144

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 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

安井息軒記念館講座第５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

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

イルミネーション点灯式 17:00～18:00 加納地区交流センター前広場 [問]加納地域まちづくり協議会☎84-0500

みやざき三計塾⑥ 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) 10:00～12:00 [問]同左☎85－6811

クリスマスフェスタ 13:00～16:00
[問]同左☎85－6811※楽しい工作がいっぱい!　参加
費　無料

5 月 しゃべり場 10:30～11:30 [問]同左☎84－2380

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～7組）

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～7組）

こねこねクラブ 16:00～17:00

おもちゃ広場 10:00～12:00

清武地域子育て支援センター午後休館

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(o歳児～7組）

県パネル展　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

行政相談 10:00～15:00 [問]宮崎行政相談センター☎24-3370

人権相談 10:00～15:00 [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
音楽教室 9:30～11:30
ウオーキング講座 9:30～11:30 加納公園　多目的広場 [問]加納地域まちづくり協議会☎84-0500

日本文化を英語でGO! 11:00～12:00 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 締切:12/8(木)午後4時
定員:15名(先着順）　参加費：会員500円、会員外
1,000円

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

発表会 9:30～11:00 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335

しし頭作り 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20組、300円

12 月

13 火 はじめての手話 10:00～10:30 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）

14 水 こねこねクラブ 16:00～17:00

15 木 おもちゃ広場 10:00～12:00

カレンダー制作 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(7組）

国際大生と工作 15:00～17:00 きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

17 土

おもちゃ広場（おもちゃいっぱいの日) 10:00～12:00 [問]同左☎85－6811

親子でしめ縄作り 13:00～15:00
[問]同左☎85－6811※事前申込要、定員20組、参加
費300円

19 月 　 　

園開放 10:30～11:30 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335

清武地域子育て支援センター午後休館

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、他
の方は自由参加

こねこねクラブ 16:00～17:00
22 木 おもちゃ広場 10:00～12:00

２学期前半終了の日（冬休み 1/5まで） 9:00～11:30 清武幼稚園 [問]同左☎85－5335

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歳半～7組）

パターゴルフ 16:00～17:00

24 土 音楽教室 9:30～11:30
25 日
26 月

27 火
28 水
29 木
30 金

31 土

  >>>　裏面（お知らせ）　　　

2 金

3 土

4 日
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

7 水

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

8 木

9 金
清武総合支所５階５Ｂ会議室

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

土

11 日

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

16 金

18 日 きよたけ児童文化センター

20 火

21 水

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

23 金

きよたけ児童文化センター [問]同左☎85－6811

令和４年１１月１５日発行
清武総合支所地域市民福祉課
☎８５－１１１１

令和４年

　　　　 　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（水）～ １月３日（火）まで
　　　　　　　　　　　　　　 きよたけ児童文化センター

21日まで



第６９号

★イルミネーション点灯式
今年もイルミネーションの点灯を行います。一緒に点灯の

カウントダウンをしませんか？
◆日 時 １２月３日（土） １７：００～１８：００
◆会 場 加納地区交流センター前広場
※芝生広場に昨年よりグレードアップしたイルミネーションを
飾ります。 冬の憩いの広場として、1 月中旬までお楽し
みください。

★ウォーキング講座～あなたの歩き方チェックしませんか？
◆日 時 １２月１０日（土） ９：３０～１１：３０

受付 ９：００～
◆集合場所 加納地区交流センター
※活動場所は、加納公園 多目的広場です。雨天時は加
納地区交流センター 多目的ホールで行います。

◆内 容 正しい歩き方やウォーキングのコツを学ぼう！
◆講 師 河野 江美利 先生（プロンポーン主宰）
◆参加費 無料
※ウォーキングに適した服装やシューズでご参加ください。
※事前申し込みが必要です。

１）カレンダー製作
◆日 時 １２月１６日(金)１０時～１１時
◆対 象 子どもさんの年齢制限はありません。
◆定 員 ７組

２）クリスマス会
◆日 時 １２月２３日(金)１０時～１１時
◆対 象 １歳６ヶ月以上
◆定 員 ７組
上記の１）、２）についての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）第３回安井息軒記念館講座
◆テーマ ｢幕末・明治の国防とロシア」
◆日 時 １２月３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）みやざき三計塾⑥（最終回）
｢安井息軒の著書を読む｣というテーマで『論語集説』

を分かり易く解説しながら読んでいく講座です。
◆日 時 １２月４日（日） １０時～１１時４５分
◆講 師 山元 宣宏 氏（宮崎大学准教授）

上記の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
◆受講料 無料 ◆申込方法 電話、FAX、メール、窓口

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 １２月１１日(日)９時～１２時
◆会 場 清武町文化会館前通り

★日本文化を英語で GO！

◆日 時 １２月１０日(土)１１時～１２時
◆会 場 加納地区交流センター ◆定 員 １５名
◆参加費 会員 ５００円、会員外 １，０００円
◆申込締切 １２月８日（木）午後４時

※事前申込みが必要です。詳細はお問合せください。不在

時は、留守番電話にお名前・連絡先をお願いします。

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

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。
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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

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

きよたけの文化財

清武町の神楽

宮崎県の西北部、高千穂や椎葉、米良地方で秋から
冬にかけて奉納される夜神楽は、霜月神楽と呼ばれ、
稗や粟など焼畑による収穫感謝といのししなどの豊猟
を祈る神楽です。これに対し、清武や宮崎、日南地方
で奉納される神楽は、春先、昼間に行われ、稲作準備
に入る前に豊作を祈念して奉納されることから春神楽
とか、作神楽、作祈祷神楽と呼ばれています。また、
この神楽には、田の神舞や箕（み）取り舞など稲作に
関連する演目があります。

※清武町史資料編より

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。

きよたけはんきゅう軽トラ市

お問合せ先 ☎85-0173

清武町国際交流協会からのお知らせ

お問合せ先 ☎69-9196（火・木・金 13時～16時）

市社会福祉協議会清武支所から施設休館のお知らせ
お問合せ先 ☎55-6207

清武総合福祉センターは、老朽化した浴室の給湯管・
ボイラーと、全館の空調設備の改修工事を行うため、
下記の期間、休館します。なお、市社会福祉協議会清
武支所は通常どおり業務を行います。
◆期 間 １０月１７日（月〕～来年３月１０日（金）

清武町史を販売しています。

清武町制施行６０周年事業として取り組み、合併特例
区事業として引き継ぎ制作した『清武町史』を販売して
います。
通史編（２冊組）７，０００円
資料編（３冊組）１０，０００円

※２冊組、３冊組のみの販売。分冊での販売はありません。

詳細は、清武総合支所地域市民福祉課（☎85－1111）へ
お問合せください。

清武町イルミネーションのお知らせ
お問合せ先 清武町商工会 ☎85-0173

・日 時 １１月２６日（土）～令和５年１月７日（土）
１７：００～２３：００

・会 場 清武総合支所芝生広場
※今年も美しいイルミネーションをお楽しみください。


