
 

特別史跡斎尾廃寺跡追加指定について 

 

社会教育課 

 

１ 趣旨 

特別史跡斎尾廃寺跡について、令和元年６月 21 日に開催された国の文化審議

会において、追加指定に係る答申がされました。 

 

２ 経過 

斎尾廃寺跡は、金堂、塔、講堂などの主要伽藍が特別史跡に指定(昭和 27 年３

月 29 日)されて以後、昭和 61 年から平成元年に実施された発掘調査で、指定地

外に東西 160ｍ、南北 250ｍの寺院地を区画する溝などが発見され、本来の斎尾

廃寺の範囲が明らかになりました。 

近年、この指定地外に広がる斎尾廃寺跡の範囲は、耕作等の影響により地表面

が低下しており、一部では地上痕跡として遺構が露出する状況です。 

このたび平成 30 年に策定した保存活用計画に基づき、特別史跡と同等の価値

を有する本来の斎尾廃寺の範囲についても確実に保存をし、今後の活用を図る

ため追加指定の取組を行いました。 

 

３ 追加指定の概要 

(１) 鳥取県東伯郡琴浦町大字槻下字上斉尾９９６－２４外 ３９筆 

(２) 面積 ３５，９３５．３１㎡ 

  ※既指定地面積 ３，４５５㎡ 

 

４ 今後のスケジュール(予定) 

 令和２年１月 斎尾廃寺跡の外辺部の指定意見具申(分筆指定) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



破損状況 応急処置状況 

 

カウベルホール空調設備故障の対応について 

 

社会教育課 

 

１ 経過 

６月２１日 空調設備故障 

冷温水機の冷却水受口部分が破損。冷却水が破損部から漏れ、機

械内部を循環しない状況。 

破損部修理には２ヶ月以上の期間を要することも明らかになっ

たため、応急処置で緊急対応。 

また、他の箇所でも今後破損のおそれがある劣化が複数あるこ

とを確認。 

 ７月１日  破損部を金属パテで塞ぐ応急処置完了。 

 ７月２日  試運転により冷房が効く状態になったことを確認。 

       ただし、応急処置のため再び故障する可能性が高い。 

 

２ 利用予約への対応 

 ・夏期（６～９月）利用１０件については万一の再故障に備え、以下の対応と

準備。 

  会場変更、大型扇風機、氷柱、冷風機 

 ・冬期（１２～３月）利用１０件 

  利用予約者に空調機の状況について順次説明中。 

 ・新規予約については現在中止。 

   

   

 



 

NHK-FM ラジオの公開録音「弾き語りフォーユー」の観覧者募集受付について 

 

社会教育課 

 

１ 趣旨 

琴浦町誕生 15 周年を記念して、NHK-FM ラジオ番組「弾き語りフォーユー」の

公開録音を実施します。 

 ７月 19 日(金)正午に NHK ホームページで報道発表があり、受付を開始してお

ります。 

 

２ 実施概要 

(１) 日程 令和元年 10 月 25 日(金) 18 時 00 分から 20 時 30 分まで 

(２) 場所 琴浦町カウベルホール 

(３) 出演者 

小原 孝(おばら たかし)・神野 美伽(しんの みか) 

(４) 番組内容 別紙参照 

 

３ 周知方法 

(１) 広報ことうら 

(２) チラシ、ポスター 

(３) 町ホームページ 

(４) その他(町内放送等) 

 

４ スケジュール(案) 

 ・７月 19 日(金) 観覧者の受付開始 

 ・９月 19 日(木) 観覧者の受付終了 

・９月末     観覧者抽選結果の送付 

・10 月 24 日(木) 地元取材 

 ・10 月 25 日(金) 開催当日 



 
ＮＨＫ－ＦＭラジオの公開録音 

弾き語りフォーユー 

琴浦町誕生 15 周年記念 

参加費は無料です！ 

ゲスト 神野
し ん の

 美伽
み か

 （歌手） 



◎申し込み方法 
入場は無料ですが、入場整理券（１枚で２人まで入場可）が必要です。郵便往復はがきに以下の必要事項をご
記入のうえ、お申し込みください。 
＜往信用裏面＞（１）郵便番号（２）住所（３）名前（４）電話番号 
＜返信用表面＞（１）郵便番号（２）住所（３）名前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

締め切り ９月１９日（木）必着 

※未就学児のご入場・ご同伴はできません。 
※応募多数の場合は抽選のうえ、当選・落選の結果を９月３０日頃に発送する予定です。 
※インターネットなどでの入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的とした申し込みであると判明し

た場合は、抽選対象外とします。また売買が確認された場合は入場をお断りします。 
※都合により、出演者の変更や公演を中止にする場合があります。 
※ご応募の際にいただいた情報は抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いに使用させていただく

ことがあります。 
 

◎会場までの地図と駐車場 

 
 

＜小原孝＞ピアニスト・作曲家・編曲家 
1986 年、国立音楽大学大学院を首席で修了。クロイツァー記念賞を受賞し、初めてのリサイタルを開く。ピアノを
自在に歌わせることのできるピアニストして絶大な人気を集めている。1990 年 CD デビュー以来「ねこふんじゃっ

た SPECIAL」「ピアノよ歌え」シリーズ・「小原孝のピアノ詩集」シリーズ・「弾き語りフォーユー」シリーズなど 40
枚以上のアルバムをリリース。最新アルバムは「小原孝 ピアノ名曲フォーユー～あなたが大好き～」。NHK テレビ
「くらしのジャーナル」「おはよう日本」「ときめき夢サウンド」「歌謡コンサート」「想い出のメロディー」、E テレ

「らららクラシック」、“音楽教育番組”講師など、数多くの番組に出演しており、1999 年 4 月より、NHK-FM“弾
き語りフォーユー”パーソナリティーを担当。現在好評放送中。 
尚美学園大学客員教授、国立音楽大学非常勤講師。1960 年 3 月 17 日生まれ 魚座 A 型。 

＜神野美伽＞歌手 
1976 年 10 歳で出演した歌番組で大手プロダクションスタッフの目に留まりスカウトされる。  
1984 年高校の卒業を待ち演歌歌手としてデビュー。デビュー当時から話題を呼び、85 年３作目となる「男船」が 70
万枚を超えるヒット。87 年には「ＮＨＫ紅白歌合戦」にも初出場。その後も多数の受賞を重ねる。 
99 年には 日本人初の韓国デビュー、2001 年 にはテレビ番組の「ハングル講座」でレギュラー出演をした他、 
様々なテレビ・ラジオ番組で司会を務めるなど伝統的なジャンルの歌手としては異例の経歴を重ねていく。 
また、芝居歴も豊富で、シリアスからコミカルまでこなす演技の幅が認められ役者としても注目を集めている。 
近年では、ニューヨークで LIVE を継続的に行い、ロックフェスの出演や他ジャンルのアーティストとのコラボも積
極的に行い活動の幅を広げている。2018 年にはデビュー３５年目のメモリアルイヤーとして記念アルバムを発売。 
マンハッタントランスファーのジャニス・シーゲルも参加し、その音源は世界配信を行っている。 



 

第６５回東伯郡民スポーツ・レクリエーション祭について 

 

社会教育課 

 

１ 開催日 

６月９日、７月６日、７日、13 日、14 日、15 日 

 

２ 会場 

三朝町主会場 

 

３ 琴浦町選手団 

１，２２４人 

 

４ 結果 

(１) 男子の部 

優勝 琴浦町(114 点) 10 連覇 

２位 北栄町(107 点) 

３位 湯梨浜町(102 点) 

〔優勝種目〕 

水泳、陸上、サッカー、バスケットボール、卓球、剣道、ソフトバレーボール 

 

(２) 女子の部 

優勝 琴浦町(86 点) ２年ぶり 

２位 湯梨浜町(80 点) 

３位 三朝町(75 点) 

〔優勝種目〕 

水泳、ソフトテニス、卓球、ソフトボール、ソフトバレーボール 



ウィキペディアタウンの開催について 

 

社会教育課 図書館 

 

 県立図書館と琴浦町図書館が連携して、「地域を支える情報拠点」としての図書館を活用し、琴

浦町の情報を世界に発信することを体験できる「ウィキペディアタウン」を開催します。 

 

１ ウィキペディアタウンとは 

地域の情報を世界に発信することを目的に、自分たちの町や地域のことを調べ、自分たち自身で

インターネット上のフリー百科事典「ウィキペディア」に記事を作成･編集する住民参加型の取り

組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業の概要 

(１) 開催日時 ９月 29 日(日) 10 時 00 分～ 

(２) 会場 赤碕地域コミュニティセンター・琴浦町図書館分館 

(３) 日程(予定) 

・10:00  開会、ウィキペディア説明 

  ・11:00  町歩き 

  ・12:00  昼食 

  ・13:00  ウィキペディア編集等（講師：オープンデータ京都実践会） 

  ・15:30  終了 

(４) 対象者 

地域の情報発信に興味のある方、行政職員、公共図書館職員等 

 

３ 今後の予定等 

 ○情報発信を学ぶ「ウィキペディアタウンのはじめ方」講演会 

  ・日時 8 月 31 日（土）18:00 ～ 20:00  まなびタウン 4階研修室 

  ・講師 岡本 真氏（ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾘｿｰｽ･ｶﾞｲﾄﾞ㈱代表取締役・プロデューサー 

      智頭町図書館建設アドバイザー、境港市民交流センター（仮称）設計支援 

 

４ その他 

この事業は、県立図書館が総務省地域情報化アドバーザー派遣制度を活用した事業で、費用負担

はありません(日南町も同時開催)。 


