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2022年５月

　 朝さんぽ
8:30 総合体育館
体幹教室【中級】
10:00 総合体育館
こどもの読書週間
科学絵本のおはなし会
10:30 琴浦町図書館
こどもの読書週間
いっぱい食べようおはなし会
11:00 赤碕分館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

農家相談
9:00 分庁舎農業委員会事務局
体幹教室【初級】
10:00 総合体育館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

悩み何でも無料相談
13:30 まなびタウンとうはく
昼さんぽ
14:00 農業者トレーニングセンター
やさしいトレーニング教室
19:00 総合体育館

図書館あたまイキイキ音読会
10:00 まなびタウンとうはく
悩み何でも無料相談
13:30 まなびタウンとうはく
トレセンストレッチ教室
14:00 農業者トレーニングセンター

ストレッチ教室
14:00 総合体育館
えんじょいスポーツ
19:30 総合体育館

  図書館休館日
琴浦町図書館、赤碕分館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

春らんまんソフトバレー大会
9:00 総合体育館

朝さんぽ
8:30 総合体育館
「木育サポート森のきこりん」のおもちゃ広場
10:00 まなびタウンとうはく
ストレッチ教室
10:00 総合体育館
手話教室
10:00 東伯文化センター
鳥取大学サイエンスアカデミーライブ中継
10:30 まなびタウンとうはく
図書館おはなし会
10:30 琴浦町図書館
11:00 赤碕分館
体幹教室【初級】
14:00 総合体育館

2歳児子育て相談 
9:15 まなびタウンとうはく
ストレッチ教室【ミニ】
14:00 総合体育館
【講座：ペップトーク】
「人生の楽しみ方」
14:50 総合体育館
行政書士無料相談会
16:00 琴浦町図書館

体幹教室（昼）
14:00 総合体育館
体幹教室（夜）
19:00 総合体育館

体幹教室（昼）
14:00 総合体育館
体幹教室（夜）
19:00 総合体育館

 図書館休館日
琴浦町図書館、赤碕分館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館
ストレッチ教室
19:00 総合体育館

図書館休館日
琴浦町図書館、赤碕分館
乳児相談
9:00 保健センター

総合体育館休館日

総合体育館休館日
悩み何でも無料相談
13:30 役場分庁3階第3会議室

総合体育館休館日
３歳児健診
12:45 まなびタウンとうはく

総合体育館休館日
上郷地区作品展（折紙・生花）
（～28日まで）
9:00 上郷地区公民館

春季ゴルフ大会
9:00 光好カントリー倶楽部

朝さんぽ
8:30 総合体育館
琴浦こども塾
9:30 河本家住宅
体幹教室【中級】
10:00 総合体育館
図書館おはなし会
10:30 琴浦町図書館
11:00 赤碕分館
子ども向け映画会
『おしりたんてい』
13:30 まなびタウンとうはく
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

歯みがき教室
9:10 まなびタウンとうはく
上郷地区健康サロン
13:30 上郷地区公民館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

体幹教室【初級】
10:00 総合体育館
昼さんぽ
14:00 総合体育館
やさしいトレーニング教室
19:00 総合体育館

図書館休館日（資料整理日）
琴浦町図書館、赤碕分館
体幹教室（昼）
14:00 総合体育館
体幹教室（夜）
19:00 総合体育館

 

総合体育館休館日

図書館休館日  
琴浦町図書館、赤碕分館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

プレーパークどんぐり
13:00 東伯総合公園子ども広場
　　 （野球場横）

朝さんぽ
8:30 総合体育館
ストレッチ教室
10:00 総合体育館
手話教室
10:00 東伯文化センター
鳥取大学サイエンスアカデミー
ライブ中継
10:30 まなびタウンとうはく
図書館おはなし会
10:30 琴浦町図書館
11:00 赤碕分館

 図書館休館日  
琴浦町図書館、赤碕分館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館
ストレッチ教室
19:00 総合体育館

 

令和４年５月（NO.213） ※予定は急きょ変更及び中止になる場合があります。

広報ことうら

おしらせ版

主な連絡先
琴浦町役場本庁舎 52-2111
琴浦町役場分庁舎 55-0111
まなびタウンとうはく 52-1111
琴浦町図書館 52-1115
琴浦町図書館赤碕分館 55-7547
琴浦町総合体育館 52-2047
赤碕総合運動公園 55-7570
琴浦町立東伯文化センター 52-2773
琴浦町立赤碕文化センター 55-0741
浦安地区公民館 52-2796
下郷地区公民館 53-1886
古布庄地区公民館 57-2004
上郷地区公民館 52-3066
八橋地区公民館 52-2564
赤碕地区公民館 55-2149
成美地区公民館 55-2316
安田地区公民館 55-1848
以西地区公民館 55-7550
琴浦町地域包括支援センター 52-1525
琴浦町ファミリー・サポート・センター
 090-8066-5252

子育ての相談・児童虐待通告
倉吉児童相談所 23-1141（終日）
児童家庭支援センター くわの実 24-6306（平日8:30～17:30）

子育て世代包括支援センター 27-1333（平日8:30～17:15）

DV被害相談窓口
DV・ひきこもり担当（中部総合事務所内）
　　　　　23-3147・3152（平日8:30～17:15）

よりん彩　相談室 23-3939（火～日9:00～17:00）

子育て世代包括支援センター 27-1333（平日8:30～17:15）

夜間休日電話相談窓口 26-9807
　　　　　　（夜間毎日17:15～8:30、土日祝8:30～17:15）

人　権　相　談
みんなの人権110番（法務局）
　　　　　0570-003-110（平日8：30～17：15）

休日急患担当病院
実施時間：午前８時～翌日午前８時
実 施 日：日曜日、祝日、年末年始

日
1㈰
3㈫
4㈬
5㈭
8㈰

15㈰
22㈰
29㈰

内　科 外　科
信生病院

藤井政雄記念病院
垣田病院
厚生病院
野島病院
信生病院
垣田病院
野島病院

野島病院
北岡病院
清水病院

三朝温泉病院
北岡病院
清水病院
厚生病院
清水病院

今月の税等
固定資産税　第１期
自動車税（県税）
納付期限 ５月31日㈫



今月の無料相談
行政相談 人権相談 農家相談 女性法律相談（要予約）

① 時　５月18日（水）
 　　　9:00～11:00
 　所　琴浦町社会福祉センター
② 時　５月26日（木）
 　　　13:30～15:30
 　所　琴浦町老人福祉センター
 　問　総務課
 　　　℡ 52-2111

① 時　５月13日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　赤碕地区公民館
② 時　５月27日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　八橋地区公民館
 　問　人権・同和教育課
 　　　℡ 52-1162

時　５月６日（金）
　　9:00~12:00
所　農業委員会事務局
問　農業委員会事務局
　　℡ 55-7809

① 時　５月18日（水）
 　　　10:00~12:00
 　所　鳥取県中部総合事務所
 　　　２号館
 　問　鳥取県中部総合事務所
 　　　県民福祉局
 　　　℡ 0858-23-3152

夜間納税相談（要予約） 男女共同参画相談 外国人相談窓口 悩み何でも相談窓口
時　開庁日の夜間
　　~19:30頃
所　役場本庁舎
問　税務課
　　℡ 52-1712

時　開庁日
　　8:30~17:15
所　役場本庁舎
問　企画政策課
　　℡ 52-1708

時　開庁日
　　8:30~17:15
所　役場本庁舎
問　町民生活課
　　℡ 52-1704

時　５月12日（木）、
　　５月19日（木）
　　13:30～15:30
所　まなびタウンとうはく
問　福祉あんしん課
　　℡ 52-1715

行政書士無料相談
（要予約） 多重債務・法律相談（要予約） 専門医による教育相談会

（要予約）
精神科医師による心の健康相談

（要予約）
時　５月20日（金）
　　16:00~19:00
所　琴浦町図書館本館
内　相続、遺言、契約書作成
問　琴浦町図書館
　　℡ 52-1115
申込先鳥取県行政書士会
　　℡ 0857-24-2744

時　５月20日（金）
　　13:30～15:00  
所　倉吉交流プラザ
　　第１･ ２研修室
問　総務課
　　℡ 52-2111

時　５月19日（木）
　　13:30～15:30
所　中部ハートフルスペース
問　いじめ･不登校総合対策
　　センター
　　℡ 0857-28-2322

時　５月11日（水）
　　15:30~17:00
問　鳥取県中部総合事務所
　　℡ 23-3147

精神障がい者家族ダイヤル 公証役場休日相談（要予約）
時　５月５日（木）、
　　５月19日（木）
　　13:00~16:00
問　鳥取県精神障害者家族会
　　連合会
　　℡ 090-3880-3498

時　５月15日（日）
　　9:00～14:00
所　倉吉公証役場
内　 遺言、成年後見、離婚など
問　倉吉公証役場
　　℡ 22-0437

琴浦町図書館【TEL】52-1115  ／  赤碕分館【TEL】55-7547
【URL】 http://www.town.kotoura.tottori.jp/lib-manabi/

としょかんはつ!
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イチオシの本をご紹介
『大

た い

切
せ つ

にしたいものをお繕
つくろ

い 野
の

口
ぐ ち

光
ひかる

が教
お し

える一
い っ

生
しょう

使
つ か

えるダーニング術
じゅつ

』 （一般書）
� 野

の
口
ぐち
　光
ひかる
∥著（秀

しゅう
和
わ
システム）

　「ダーニング」とは針と糸で衣類の傷んだ生地
を再生していくテクニックです。
　お気に入りの洋服なのに穴が開いてしまった…
そんなとき、ダーニングで復活させてみませんか。
「小学校の家庭科レベル」でできる繕

つくろ

い方がいくつ
も載っています。きちんと刺さなくても大丈夫！自分の手で、愛
着のあるものを繕

つくろ

いながら長く使い続けましょう。

『かっこいいなしょうぼうし』 （児童書）
横
よこ
浜
はま
市
し
消
しょう
防
ぼう
局
きょく
∥監修（ひさかたチャイルド）

　消防士の仕事は何かと聞かれたら、消防自動車
に乗って火事の現場に駆け付け、火を消すと答え
る人が多いかもしれません。それはもちろん正し
いですが、消防士の仕事はそれだけではありませ
ん。この絵本には、私達が知らない消防士の仕事
や防火服の秘密など、幼児にもわかりやすい説明
が載っています。ぜひ、親子で読んでみてください。

おすすめの新刊見てごしない！ 今月の特集
◆図書館本館◆

「読んでみよう！本
ほ ん

屋
や

大
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賞
しょう

2022」特集
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　近未来に全
ぜん
体
たい
主
しゅ
義
ぎ
独
どく
裁
さい
国
こっ
家
か
となった日本。世界中を震撼

させている感染症「月
げっ
昻
こう
」に冒され

た若者達の、運命と愛が描かれる表
題作のほか、２編が収録されていま
す。「月」をモチーフにした恐るべ
き異世界に、戦慄すること間違いな
し。雑誌『ダヴィンチ』プラチナ本
にも選ばれた、｢2022年本屋大賞｣
ノミネート作品です。

◆赤碕分館◆
「読

よ

んでリセット！暮
く

らしのもやもや」特集

図 書 館 古 本 市

行政書士無料相談会の申込方法の変更

古本と保存期限切れの雑誌を、無料でさしあげます。
事前に申込みが必要です。
【本館】６月４日（土）～５日（日）
【分館】６月11日（土）～12日（日）
参加する時間は次の中からお選びいただけます。
� ①　9：30～10：30
� ②10：30～11：30
� ③11：30～12：30
� ④13：30～14：30
� ⑤14：30～15：30
各回、定員があります。（事前申込み、先着順）
定員に達していない場合は、当日参加が可能です。
詳しい内容は、チラシ、ホームページをご覧ください。
【申込先】図書館本館　℡52-1115
　　　　　　赤碕分館　℡55-7547

※参加される方は、マスク着用をお願いします。

　令和４年度の行政書士無料相談会は、予約制に変更になり
ました。
申込先：鳥取県行政書士会　℡0857-24-2744
※上記申込先へ前日までにご連絡ください。

●琴浦町図書館　本館・赤碕分館
５月の休館日（休館日　　）
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
※�25日（水）は資料整理日です。

サークル名：八橋折り紙サークル
リ ー ダ ー：石賀明美さん
参 加 者 数：大人15人
活　動　日：月１回　第２水曜日公民館を中心に活動
　　　　　　しています。
月　　　謝：1,300円
活 動 内 容：
　平成20年７月から八橋地区公民館を中心に活動し
ています。
　毎年公民館まつり、町文化祭に出展しています。
　おりがみ会館が発行する、『月刊おりがみ』を教本
にして、季節にあった花や生き物、もうすぐ５月なので鯉のぼりなどを題材に折り紙を楽しんでいます。
　午後３時になったらお茶を飲みながらお話会をします。
　いろんな話が出て楽しいです。
問　合　先：八橋地区公民館　52-2564

鳥取大学サイエンスアカデミーのライブ中継（本館）

「令和４年度　あたまイキイキ音
おん

読
どく

会
かい

」のお知らせ

と　き　　第２･第４土曜日�10:30～12:00
ところ　　まなびタウンとうはく３階　第１会議室
その他　　定員10名、一般向け、聴講無料
開催日 テーマ（内　容）
５月14日 認知機能の低下を防ぐことはできるのか？
５月28日 健康寿命を引き延ばそう

申込先　　鳥取大学　地域価値創造教育機構（企画管理室）
開催日前日の正午までに0857-31-6777へお申し
込みください。

※変更の場合がありますので、最新の情報はホームページを
　ご覧ください。

　２カ月に１回、音読会を開催します。音読は脳の活性化が
期待されると言われており、健康維持におすすめです。
と　き　　奇数月（５・７・９・11・１・３月）第３木曜日
　　　　　午前１０時～１１時
ところ　　まなびタウンとうはく３階　第２会議室
定　員　　１０名
申込締切　開催月の第３火曜日
申込先　　図書館本館　℡52-1115　℻52-1155
５月は19日（木）に開催します。参加希望の方は、
17日（火）までにお申し込みください。
※開催日時、開催場所等の変更をすることがあります。

琴浦町内のサークル活動の紹介

琴浦町の
情報発信中

LINE
公式アカウント

友だち募集中！


