
定例的な行事は下に記載しています。

日 曜 行 事 時 間 場 所 問合せ等
1 土 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

2 ↓
3 ↓

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
同左☎84－2380　※事前申込要(1歳4ヶ月
～8組）

5 ↓

6 木
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

7 ↓

8 土 息軒会読｢『辯妄』詳解｣第１回 13:30～15:00 安井息軒記念館 同左☎84-0234　※申込必要、当日まで可

9 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 清武町商工会　☎85－0173

小中学校始業式
清武小・大久保小・加納
小・清武中・加納中

清武幼稚園始園式 10:00～10:15 清武幼稚園ホール 同左☎85－5335

11 火 中学校入学式 清武中・加納中 清武中☎85－2011 加納中☎84-2121

12 水 小学校入学式  清武小・大久保小・加納小
清武小☎85－1011 大久保小☎85－1100
加納小☎85－3100

13 木 第５４回清武幼稚園入園式 10:00～10:45 清武幼稚園ホール 同左☎85－5335

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～8
組）

行政相談 9:30～12:00 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

15 土 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：4/13午後4時　定員：15名(先着順）
参加費：会員300円、会員外500円

ペアレンツ講座（多肉植物の寄せ植え） 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター
同左☎85－6811※事前申込要、定員12名、
参加費1,500円、初めての方優先

清武中参観日、PTA総会 午後 清武中体育館他 清武中☎85－2011

17 月 清武中振替休業日
18 ↓

19 水 こいのぼり製作 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（8組）

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

加納小参観日（予定）5・6年 13:20～15:05 加納小 同左☎85-3100

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）

加納小参観日（予定）2～4年 13:20～15:05 加納小 同左☎85-3100

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

22 土 息軒会読｢『辯妄』詳解｣第２回 13:30～15:00 安井息軒記念館 同左☎84-0234　※申込必要、当日まで可

23 日 加納中参観日、PTA総会 午後 加納中体育館他 加納中☎84-2121

24 月 加納中振替休業日
25 ↓ 　

26 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
同左☎84－2380※事前申込要（1歳児8ヶ月
8組）

27 ↓ 　

28 金 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）

29 土 息軒ゴールデンウィーク企画 9:00～16:30 安井息軒記念館 同左☎84-0234　※申込必要、当日まで可

大久保小参観日、PTA総会 午前 大久保小 同左☎85－1100

清武小参観日、PTA総会 午後 清武小 同左☎85－1011

おいでおいで子どもフェスタ 13:00～16:00 きよたけ児童文化センター 同左☎85－6811

  >>>　裏面（お知らせ）　　　

10 月

14 金
清武総合支所５階５Ｂ会議室

16 日

20 木

21 金

30 日

令和５年３月１５日発行
清武総合支所地域市民福祉課
☎８５－１１１１

令和５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。

清武児童文化センター定例行事（この行事は上の欄には記載していません）
　えいごで遊ぼう　毎週　火　①15:30～16:10（自由参加）　②15:30～16:10（申込者のみ）　　音楽教室　第２・４　土　9:30～11:30
　ちくちくクラブ　第２　水　16:00～17:00 　　風船バレー　第２・４　金　16:00～17:00
　おもちゃ広場　　　毎週　木　10:00～12:00 　 おもちゃ広場（おもちゃいっぱいの日）　第１・第３　日　10::00～15:00

清武地域子育て支援センター休館　第２木午後・第２火午後



第７３号

★こいのぼり製作
◆日 時 ４月１９日(水)１０時～１１時
◆定 員 ８組
◆会 場 清武地域子育て支援センター
※事前申込みが必要です

１）おいでおいで子どもフェスタ
◆日 時 ４月３０日(日)１３時～１６時
◆参加費 無料
※申込みは必要ありません。詳細な内容についてはお
問合せください。

２）ペアレンツ講座（多肉植物の寄せ植え）
◆日 時 ４月１６日(日)１３時～１６時
◆定 員 １２名 ◆参加費 １，５００円
※事前申込みが必要です。初めての方を優先します。

上記の１）２）の会場はきよたけ児童文化センターです。

★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お楽
しみいただけます。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 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

１）息軒ゴールデンウィーク企画
記念館の展示や館周辺、旧宅などを巡り、問題に答えて

景品をゲットしましょう！

◆期 間 ４月２９日（土）～５月７日（日）
◆時 間 ９時～１６時３０分(入館は１６時まで)
◆対 象 小・中学生

２）息軒会読 第１回・第２回（全８回）
◆テーマ ｢『辯妄』詳解」（べんもうしょうかい）

息軒がキリスト教を批判した『辯妄』と、それに対する
明治の牧師 平岩 愃保（ひらいわ よしやす）による反論
をよみます。

◆講 師 青山 大介（安井息軒記念館学芸委員）
◆期 日 第１回 ４月 ８日（土）

第２回 ４月２２日（土）
◆時 間 １３時３０分～１５時
◆定 員 ４０名 ◆受講料 無料
◆会 場 安井息軒記念館研修室
◆申 込 電話、FAX、メール、窓口で申込んでください。

（当日まで受付可）

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

歴史トピック in きよたけ
児玉 清助について

児玉 清助は、明治２６年（１８９３年）に清武町
新坂家に生まれました。
東北帝大理学部を卒業後、東京帝大法学部に学び、

その間、飫肥無田町の資産家 児玉 耕蔵の養子とな
りました。
清助は昭和４年（１９２９年）勤めていた会社が他

社と合併したのを機に退職し、その後、満州、朝鮮の
パルプ材研究に没頭しました。昭和１０年前後からパ
ルプ向上の開発研究はますます盛んとなりました。こ
のとき清助は、飫肥杉を原料としたパルプ製法に着目
し、工業化の試験研究を行いました。その後パルプ工
場の日南進出や工場建設の資金調達に奔走しました。
清助は、昭和１３年３月日本パルプ工業株式会社飫

肥工場（現、王子ホールディングス/王子製紙日南工
場）の初代工場長となりました。
日本パルプ工業株式会社の飫肥工場が、県南初の誘

致企業として創業したことが昭和２５年の日南市誕生
の礎となりました。
日南市は、このことを顕彰し、昭和２８年３月１日

に清助の顕彰碑を日南市の竹香園内に設置しました。
清助は、飫肥工場長の後、昭和１４年５月３０日に

日本パルプ工業株式会社 取締役となり、昭和１８年
７月３１日まで務めました。

今回、清武町内ではあまり知られていない児玉 清
助について取り上げました。本稿を書くにあたり、王
子ホールディングス株式会社コーポレートガバナンス
本部総務部社史編纂室 白本 繁治氏、及び日南市教
育委員会生涯学習課文化財専門担当官 長友 禎治
氏に大変お世話になりました。この場をお借りしてお
礼申し上げます。
参考文献

「日南市誌・日南市のあゆみ」・｢竹香園内顕彰碑」

｢日本パルプ工業４０年史（昭和５３年１２月２５日発行）」

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

ἤἕἿὍὛᝉϷἿὀẩὐὤἻἸӖᇄஙথἨἪẪ

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。

令和５年度地域の清掃活動のお知らせ

地域の各自治会等で、ごみの集積所や道路などの清掃
活動を行います。開始時間や清掃・集積場所は、各自治会
等へお問合せください。
○環境美化の日
・期 日 ６月４日（日）小雨決行
※荒天の場合は６月１１日（日）
・主 催 宮崎市（担当課 環境業務課 ☎21-1762)
○市民一斉清掃
・期 日 １１月１２日（日）小雨決行
※荒天の場合は１１月１９日（日）
・主 催 宮崎市自治会連合会 ☎61-9065
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