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2022年７月

　 朝さんぽ
8:30 総合体育館
琴浦こども塾
9:30 鳴り石の浜
ことうらこどもパーク
9:30 上郷地区公民館
体幹教室（昼）
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

やさしいトレーニング教室
19:30 総合体育館

ストレッチ教室
14:00 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
やさしいトレーニング教室
10:00 総合体育館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

古布庄地区ボッチャ体験会
9:30 旧古布庄小学校体育館
コロナワクチン集団接種
9:30 保健センター
郡民スポーツ・レクリエーション祭(剣道)
三朝町総合スポーツセンター

郡民スポーツ・レクリエーション祭
9:00 北条体育館他

郡民スポーツ・レクリエーション祭(水泳他)
9:30 北栄町B＆G海洋センター他
図書館映画会『ケアニン』
13:30 まなびタウンとうはく

朝さんぽ
8:30 総合体育館
ことうらこどもパーク
9:30 まなびタウンとうはく
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
郡民スポーツ・レクリエーション祭(少年C他）
北条小学校体育館他

朝さんぽ
8:30 総合体育館
郡民スポーツ・レクリエーション祭（ミニバスケットボール他）
9:00 北条体育館他
琴浦こども塾
9:30 清元院
ことうらこどもパーク
9:30 赤碕地区公民館
体幹教室（昼）
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
同和問題懇談会
13:30 東伯文化センター

朝さんぽ
8:30 総合体育館
手話教室
10:00 東伯文化センター
体幹教室（昼）
10:00 総合体育館
夏にぴったりおはなし会
10:30 琴浦町図書館
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
ひんやり涼しいおはなし会
11:00 赤碕分館
上郷地区「お花の標本作り」
13:00 上郷地区公民館

朝さんぽ
8:30 総合体育館
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
健康麻雀教室
13:30 下郷地区公民館　　　　　　　　　　　
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

３歳児健診
12:45 まなびタウンとうはく
ストレッチ教室
14:00 総合体育館
行政書士無料相談会
16:00 琴浦町図書館

山根喬市写真展─船上山の花たち─
9:00～14:00 塩谷定好写真記念館
（～11日まで）
５歳児健診
13:00 まなびタウンとうはく
体幹教室（昼）
14:00 総合体育館
体幹教室（夜）
19:00 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
コロナワクチン集団接種
13:30 保健センター
昼さんぽ
14:00 総合体育館
やさしいトレーニング教室
19:30 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
集団セット検診
8:30 役場分庁舎
13:30 役場分庁舎

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 役場分庁舎

総合体育館休館日 ２歳児子育て相談
9:15 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

ストレッチ教室
14:00 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
コロナワクチン集団接種
13:30 保健センター
解放教育講座
19:30 赤碕文化センター
やさしいトレーニング教室
19:30 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（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

就職応援セミナー
13:30 役場本庁舎
やさしいトレーニング教室
19:30 総合体育館

図書館休館日  
琴浦町図書館、赤碕分館
やさしいトレーニング教室
10:00 総合体育館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

コロナワクチン集団接種
9:30 保健センター
プレーパークどんぐり
13:00 東伯総合公園子ども広場
人権フェスティバル
13:30 まなびタウンとうはく
 

コロナワクチン集団接種
9:30 保健センター
図書館赤碕分館おりがみ教室
14:00 役場分庁舎 

令和４年７月（NO.215） ※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
3㈰
10㈰
17㈰
18㈪
24㈰
31㈰

内　科 外　科
野島病院
厚生病院
信生病院

藤井政雄記念病院
垣田病院
野島病院

三朝温泉病院
清水病院
北岡病院
野島病院
清水病院
厚生病院

今月の税等
固定資産税　第２期
国民健康保険税　第１期
介護保険料　第１期
後期高齢者医療保険料　第１期
納付期限 ８月１日㈪



行政相談 人権相談 農家相談 女性法律相談（要予約）
① 時　７月20日（水）
 　　　9:00～11:00
 　所　琴浦町社会福祉センター
② 時　７月28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　７月８日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　以西地区公民館
② 時　７月22日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　浦安地区公民館
 　問　人権・同和教育課
 　　　℡ 52-1162

時　７月５日（火）
　　9:00~12:00
所　農業委員会事務局
問　農業委員会事務局
　　℡ 55-7809

時　７月20日（水）
　　10:00~12:00
所　中部総合事務所
　　福祉保健局
問　中部総合事務所
　　福祉保健局
　　℡ 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　７月７日（木）、21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　７月15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　琴浦町図書館本館
　　℡ 52-1115
申込　鳥取県行政書士会
　　　℡ 0857-24-2744

時　７月15日（金）
　　13:30～15:00
所　倉吉交流プラザ
　　第１･ ２研修室
問　総務課
　　℡ 52-1704

① 時　７月11日（月）
 　　　15:00～17:00
② 時　７月28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　７月13日（水）
　　13:30~17:00
問　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） 依存症相談（要予約） 全国一斉不動産表示登記相談会
時　７月７日（木）、21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　７月24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

時　７月14日（木）
　　15:00～16:00
所　中部総合事務所１号館B棟
内　お酒、ギャンブル、薬物など
問　中部総合事務所倉吉保健所
　　℡ 23-3127

時　７月31日（日）
　　10:00~16:00
所　（中部地区）
　　倉吉体育文化会館
内　 土地・建物の表示に関する

登記など
問　鳥取県土地家屋調査士会
　　℡ 0857-22-7038

今月の無料相談

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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　近年よく耳にする異常気象や地球温暖化などの

「気候危機」について、中高生からシニアまで誰に
でもサクッとわかりやすく解説した入門書です。

「いまさら聞けない」基本的な気候のしくみから複
雑な問題まで、お天気のプロたちが教えてくれま
す。
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　今
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あき
∥監修（あかね書

しょ
房
ぼう
）

　私たちの周りにいる、スズメバチなどの様々な危
険生物や外来生物。この本では、危険生物がどんな
ところにいるのか、なぜ危険なのかがわかりやすく
解説されています。監修者は、人気の『ざんねんな
いきもの事典』（高橋書店）の今泉忠明先生です。

おすすめの新刊見てごしない！ 今月の特集
◆図書館本館◆
「７月はラッキー７

セブン
」特集
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から分
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かん
』

「７つの習
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かん
」編
へん
集
しゅう
部
ぶ
∥監修（日

に
本
ほん
図
と
書
しょ
センター）

　40か国語に翻訳され、全世界で読み継
がれているビジネス書『７つの習慣』。その書名にもなってい
る“７つの習慣”を、より多くの人に知ってもらうため、13
歳にも分かるような文章でまとめた１冊です。人生の成功と
幸せを実現するための実践的哲学を、ユーモアのあるイラス
トとわかりやすい事例とともに解説しています。

◆赤碕分館◆
「値

ね

上
あ

げに負
ま

けない！節
せつ

約
やく

方
ほう

法
ほう

」特集

楽しい夏休みイベント開催のお知らせ

課題図書や自由研究の本を展示・貸出します

●読んだ本でビンゴ☆【本館・分館】
テーマに合った本を読んでビンゴをしよう！
と　き　　７月20日（水）から８月23日（火）まで
●夏休みのおはなし会＜本館：５組限定／分館：３組限定＞

日 時　間 会　場 内　　容
７/23
(土)

10:30 本　　館 夏にぴったりおはなし会
11:00 赤碕分館 ひんやり涼しいおはなし会

８/６
(土)

10:30 本　　館 こわ～いおはなし会
11:00 赤碕分館 海に行こう！おはなし会

※上記以外の土曜日は通常のおはなし会を開催します。
●おりがみ教室（要申込）【分館】
赤碕公民館折り紙教室の岩崎さんによる、子ども向け折り紙
教室を開催します。折り紙でひまわりを作ります。
と　き　７月31日（日）14:00～
ところ　琴浦町役場分庁舎　３階第３会議室
定　員　小学４年生以上10名（先着）
参加費　300円
申込先　赤碕分館
●体験！こども図書館員　（要申込）【本館】
図書館の仕事を体験してみませんか？　
と　き　８月３日（水）①10:00～11:30　②13:30～15:00
ところ　図書館本館
定　員　各回４名（合計８名）（先着）
対　象　小学４年生から６年生
申込先　図書館本館

貸出期間は、１週間です。（延長不可）
宿題を計画的に進めて、夏休みを楽しく過ごしましょう。

●琴浦町図書館　本館・赤碕分館
７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
※�27日（水）は資料整理日です。

団　体　名：おしゃべりサロン
代　　　表：橋

はし
本
もと
幾
いく
子
こ
さん

人　　　数：７人
開　催　日：毎週木曜日　9：30～11：00
会　　　場：浦安地区公民館（52-2796）
紹　　　介：　平成21年から浦安地区公民館で活動
しています。バッグ、衣服、小物をつくって、毎年
公民館まつり、町文化祭に出展しています。
　昨年は着物を解いてチュニック、南天九難猿など
をつくりました。手で縫うばかりでなく時にはミシ
ンを使い、みんなで助け合いながら制作しています。
　お茶をいただきながらの会話もとても楽しく、こ
れからも変わらず続けられることを願っています。
※チュニック…お尻が隠れる辺りから脛辺りまでの長さ
　　　　　　　のトップス
※南天九難猿…南天の船に乗って９匹の猿が苦難を持ち
　　　　　　　去るという縁起物
（南天⇒難転、９匹⇒苦難、猿⇒去る）

鳥取大学サイエンスアカデミーのライブ中継（本館）

映画会を開催します

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）
７月９日 地質学者は地球のミカタ
７月23日 昆虫は ｢味｣ と ｢香り｣ の世界で生きている

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。

　新人の介護福祉士である主人公が、試行錯誤しながら仕
事に真摯に向き合っていくヒューマンドラマです。
　誘い合わせてお越しください。
作　品　　『ケアニン』
と　き　　７月17日（日）13:30～15:15
ところ　　まなびタウンとうはく
　　　　　３階ハイビジョンシアター
定　員　　20名（定員になり次第終了）
申込先　　図書館本館

琴浦町内のサークル活動の紹介琴浦町内のサークル活動の紹介


