
日 曜 行 事 時 間 場 所 問合せ等
1 日

2 月

3 火

宮崎県青年国際交流機構展示 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター 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 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 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

弁護士無料法律相談【要予約】 13:30～15:30
２学期後半開始の日 9:00～11:30 清武幼稚園 同左☎85－5335

たのしく遊ぼう 16:00～17:00 きよたけ児童文化センター 同左☎85－6811

お佐代さんを偲ぶ会 10:00～11:00 安井息軒記念館 同左☎84-0234※申込要、前日まで可

おたのしみ教室 13:00～15:00 きよたけ児童文化センター 同左☎85－6811

小学生カルタ大会 13:00～16:00 安井息軒記念館 同左☎84-0234※申込要

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 清武町商工会　☎85－0173

清武・加納地区はたちの集い 10:00～12:00 清武文化会館 加納地区交流センター　☎85－2666
9 月
10 火

ペップスポーツ 10:00～11:00 清武地域子育て支援センター 同左☎84－2380※事前申込要(1歳4ヶ月 8組）

ガラス絵の具教室 16:00～17:00
おもちゃ広場 10:00～12:00
国際交流の体験談を聞こう！ 15:30～16:00
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 同左☎84－2380※事前申込要(0歳児 ８組）
行政相談 10:00～15:00 宮崎行政相談センター☎24-3370
人権相談 10:00～15:00 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 同左☎85－6811

冬の企画展 9:00～16:30 安井息軒記念館 同左☎84-0234※入館は16時まで

音楽教室 9:30～11:30 きよたけ児童文化センター 同左☎85－6811

Kiyotake de English 11:00～12:30 加納地区交流センター

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：
1/12午後4時　定員：15名(先着順）　参加
費：会員300円、会員外500円

清武SOKKENマラソンリレー大会 9:00～12:00 清武運動公園 地域市民福祉課☎85-1111

史跡めぐりウォーキング 9:00～11:00 加納地域内の史跡 加納地域まちづくり協議会☎84-0500

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

レーシングカーを作ろう！（講師　国際大教
授） 13:00～15:30

同左☎85－6811※3年生以下は保護者同伴、定
員25名

16 月
清武地域子育て支援センター午後休館

園開放 10:30～11:30 清武幼稚園 同左☎85－5335

つくってあそぼう 10:00～11:00 清武地域子育て支援センター 同左☎84－2380※事前申込要(0歳 8組）

ガラス絵の具教室 16:00～17:00
おもちゃ広場 10:00～12:00
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 市社協清武支所☎55-6207

４園合同作品展
（南加納、南今泉、ふなひき、清武中央） 9:00～18:00 きよたけ児童文化センター 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 同左☎84－2380※事前申込要（0歳児 8組）

おたのしみ教室 15:30～17:00 きよたけ児童文化センター
同左☎85－6811※堤さんのおもちゃ作り（ゴ
ブレットゴブラーズ）

21 土
22 日
23 月
24 火

誕生会　　　　　 10:00～11:00 清武地域子育て支援センター
同左☎84－2380※誕生者のみ事前申込要、他
の方は自由参加

ガラス絵の具教室 16:00～17:00
おもちゃ広場 10:00～12:00
第１０回園対抗かるた大会（清武地域内の保育
園、幼稚園のみ参加） 10:00～12:00 清武体育館 清武地域まちづくり協議会　☎84-5200

27 金 アレンジフラワー 16:00～17:00
同左☎85－6811※小学生対象、定員20名、参
加費無料

音楽教室 9:30～11:30 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 同左☎84－2380※事前申込要（1～2歳児 8組）

日本文化を英語でGO! 11:00～12:00 加納地区交流センター
連絡先は1/14に同じ　※事前申込要 締
切:1/26午後4時　定員:15名(先着順）　参加
費：会員500円、会員外1,000円

29 日
30 月

31 火 はじめての手話 10:00～11:00 清武地域子育て支援センター 同左☎84－2380※事前申込要（5組）

  >>>　裏面（お知らせ）　　　

4 水

5 木
清武総合福祉センター 市社協清武支所☎55-6207

6 金

7 土

8 日

11 水

きよたけ児童文化センター 同左☎85－6811
12 木

13 金 清武総合支所５階５Ｂ会議室

14 土

15 日

きよたけ児童文化センター

17 火

18 水
きよたけ児童文化センター 同左☎85－6811

19 木

20 金

25 水

きよたけ児童文化センター 同左☎85－6811

26 木

きよたけ児童文化センター

28 土

令和４年１２月１５日発行
清武総合支所地域市民福祉課
☎８５－１１１１

令和５年

3/16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。

【年始休館】　　　市社会福祉協議会清武支所
　　　　　　　　　　　清武地域子育て支援センター・きよたけ児童文化センター　　　　              １月３日（火）まで
　　　　　　　　　　　市の施設

1/19まで

2/1まで



第７０号

◆期 日 ２月７日（火）
◆時 間 ９時～１５時３０分
◆申込期限 １月３１日（火）
◆会 場 清武保健センター１階
◆対象者 令和４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４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）

★史跡めぐりウォーキング（健康福祉部会）
古（いにしえ）の時を感じてみませんか。
◆日 時 １月１５日（日）９時～１１時

集合 ８：３０
◆集合場所 加納小学校駐車場
◆ウォーキングコース（予定）
加納小学校⇒稲津掃部助の墓、伊東祐堯公の墓、
清武城址、船引神社⇒加納小学校

※２～３グループに分かれてコースをめぐります。
※ウォーキングに適した服装や靴でお願いします。
※飲み物は各自でご用意ください。
※詳細は本協議会配付チラシをご覧ください。

１）つくってあそぼう
◆日 時 １月１８日(水)１０時～１１時
◆対 象 ０歳児
◆定 員 ８組

２）パパとあそぼう
◆日 時 １月２８日(土)１０時～１１時
◆対 象 １歳以上、２歳未満の幼児と父親
◆定 員 ８組
上記の１）、２）については事前申込みが必要で、会

場は清武地域子育て支援センターです。、

１）お佐代さんを偲ぶ会
お佐代さんを偲び献花とお茶の振る舞いをします。

どなたでも参加できます。
◆日 時 １月７日（土）１０時～１１時
◆定 員 ３０名 ◆申込締切 １月６日（金）

２）安井息軒顕彰小学生かるた大会予選（人数制限無）
◆日 時 １月７日（土） １３時～１６時
◆申込締切 １２月２１日（水）
※決勝は２月１１日（土・祝）梅まつり当日です。

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
◆参加費 無料
◆申込方法 電話、FAX、メール、窓口

３）冬の企画展
◆テーマ ｢明治の安井息軒」
◆期 間 １月１４日（土）～３月２６日（日）
◆時 間 ９時～１６時３０分（入館は１６時まで）
◆会 場 安井息軒記念館 特別企画展室

４）安井息軒短歌・俳句・川柳展
◆募集期間 １月２４日（火）～２月１９日（日）
◆対 象 一般
※展示・表彰式は３月に行います。

◆期 日 １月８日(日）
◆会 場 清武文化会館
◆受 付 ９時３０分～１０時
◆内 容
・校区別交流会 １０時～１０時２０分
・記念行事 １０時４０分～１１時
・式典 １１時～１１時３０分
・写真撮影 １１時４０分～１２時

。

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

清武町内の神楽の歴史
清武地域内の神楽がいつ頃から舞われていたのかは

明確ではありませんが、今泉神楽保存会が所有してい
る鬼神面に延宝３年（１６７５）の刻字があることか
ら江戸時代中期には既に存在していたことが分かりま
す。天正１１年（１５８３）６月、折生迫の漁民が豊
漁を祈念して神楽が演じられ、同１４年９月にも加江
田伊勢神明宮（加江田神社）と木花の諏訪社で神楽奉
納があったことが「上井覚兼日記」に記載してあるこ
とから、清武でもその頃神楽が存在していたことは十
分考えられます。
長い間の芸能伝承には盛衰があり、時には途絶える

危機に見舞われることもあります。船引神楽は、明治
中期に途絶えそうになり、同系統の串間神社神楽を修
得するため３人の少年を派遣して復活を図りました。
中野神社も今泉神社も同様の危機があり、中野神社は
古城神楽、今泉神社は野島神社から習ったと伝えられ
ています。
※清武町史 通史編 下巻より

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。
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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
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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

オリックス・バファローズ 日本一おめでとう！
オリックス・バファローズ清武協力会では、キャンプ期間中

に様々なイベントを企画中です。どうぞお楽しみに！

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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祝「清武・加納地区はたちの集い」開催！

お問合せ先 加納地区交流センター ☎85-2666


