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2022年８月

　 朝さんぽ
8:30 総合体育館
ことうらこどもパーク
9:30 安田地区公民館
ストレッチ教室
10:00 総合体育館
こわ～いおはなし会
10:30 琴浦町図書館
海に行こう！おはなし会
11:00 赤碕分館
体幹教室【初級】
14:00 総合体育館

琴浦こども塾
9:30 町内
乳児健診
13:00 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
就職応援セミナー
13:30 役場本庁舎
体幹教室【初級】
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

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
やさしいトレーニング教室
19:30 総合体育館

下郷地区まちの保健室
13:30 下郷地区公民館

  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

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
ストレッチ教室
19:00 総合体育館

ストレッチ教室
10:00 総合体育館
えんじょいスポーツ
19:30 総合体育館

体幹教室
14:00 総合体育館
体幹教室
19:00 総合体育館

集団セット検診
8:30 役場分庁舎
レディース検診
13:30 役場分庁舎
体幹教室
14:00 総合体育館
体幹教室
19:00 総合体育館

集団セット検診
8:30 保健センター
13:30 保健センター
体幹教室
14:00 総合体育館
体幹教室
19:00 総合体育館

 図書館休館日
琴浦町図書館、赤碕分館
総合体育館臨時休館（夜間）
17:00～

ふるさとを知る会
9:00 町内
体験！こども図書館員
10:00 琴浦町図書館
13:30 琴浦町図書館
体幹教室
14:00 総合体育館
体幹教室
19:00 総合体育館

総合体育館休館日
はみがき教室
9:10 まなびタウンとうはく
悩み何でも無料相談
13:30 役場分庁舎

総合体育館休館日

総合体育館休館日総合体育館臨時休館

総合体育館休館日ネットワーク機器入替に伴う臨時休館
琴浦町図書館、赤碕分館
図書館映画会『スポンジ・ボブ
海のみんなが世界を救Woo！』
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 赤碕地区公民館

図書館おはなし会
10:30 琴浦町図書館
11:00 赤碕分館

ストレッチ教室
10:00 総合体育館

1歳6か月児健診 
12:45 まなびタウンとうはく
第3回「解放教育講座」
福祉で人権のまちづくり
～ひとりぼっちをつくらない地域づくり～
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

図書館休館日（資料整理日）
琴浦町図書館、赤碕分館
離乳食講習会
13:00 まなびタウンとうはく
体幹教室
14:00 総合体育館
体幹教室
19:00 総合体育館

 

総合体育館休館日
集団セット検診
8:30 保健センター
13:30 保健センター

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

　 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
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
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
集団セット検診
8:30 保健センター
13:30 保健センター

町民夏季ゴルフ大会
9:00 光好カントリー倶楽部 
【冒険遊び場】
プレーパークどんぐり
13:00 東伯総合公園子ども広場 

令和４年８月（NO.216） ※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
7㈰
11㈭
14㈰
21㈰
28㈰

内　科 外　科
信生病院
垣田病院

藤井政雄記念病院
厚生病院
垣田病院

清水病院
野島病院
北岡病院
清水病院
野島病院

今月の税等
町県民税　第２期
国民健康保険税　第２期
介護保険料　第２期
後期高齢者医療保険料　第２期
納付期限 ８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　８月17日（水）
 　　　9:00～11:00
 　所　琴浦町社会福祉センター
② 時　８月25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　８月12日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　赤碕地区公民館
② 時　８月26日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　上郷地区公民館
 　問　人権・同和教育課
 　　　℡ 52-1162

時　８月２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

① 時　８月17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　８月４日（木）、
　　８月18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

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） 精神障がい者家族ダイヤル

時　８月19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

時　８月18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　８月10日（水）
　　13:30~17:00
問　鳥取県中部総合事務所
　　℡ 23-3147

時　８月４日（木）、
　　８月18日（木）
　　13:00～16:00
問　鳥取県精神障害者家族会
　　連合会
　　℡ 090-3880-3498

公証役場休日相談（要予約）
時　８月21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イチオシの本をご紹介
『やりなおし世

せ

界
かい

文
ぶん

学
がく

』　　　	（一般書）
津
つ

村
むら

　記
き

久
く

子
こ

∥著（新
しん

潮
ちょう

社
しゃ

）
　芥川賞作家の津村記久子さんが世界の文学作品
を92作紹介しています。その作品にまつわる津村
さんの思い出や体験談も綴られた１冊で２度おい
しい本です。
　タイトルは知っているけれど内容まではわから
ない、世界文学を読んでみたいけれどどれから読
もう、そんなときにもおすすめです。

『「じぶん」のはなし』　　　	（児童書）
ようろうたけし∥さく（講

こう
談
だん
社
しゃ
）

　解剖学者の養老さんは、子どもの頃から虫が好き
で、世界各地に昆虫採集へ出かけては、標本を作っ
ています。
　さあ、絵本を通じて、養老さんと一緒に虫を探し
に行きましょう。
　「じぶん」と自然、命の繋がりが感じられるお話です。

おすすめの新刊見てごしない！ 今月の特集
◆図書館本館◆
「いざ行

ゆ
こう！冒

ぼう
険
けん
の夏
なつ
」特集

◆赤碕分館◆
「平

へい

和
わ

に想
おも

いを馳
は

せる」特集
『池
いけ
上
がみ
彰
あきら
の世

せ
界
かい
の見

み
方
かた
　東
とう
欧
おう
・旧

きゅう
ソ
そ
連
れん
の国
くに
々
ぐに
』

池
い け
上
が み
　彰

あきら
∥著（小

しょう
学
がっ
館
かん
）

　ウクライナの反ロシア感情の原点や、
クリミア半島併合時にプーチンがつい
た嘘などについて、歴史的な経緯から
詳しく解説されている本です。さらに、
近年大きな事件が発生している東欧・
旧ソ連諸国の現状についても紹介され
ています。

図書館の臨時休館について

戦争と平和に関する本を展示します【本館・分館】

　機器入れ替え作業のため、本館と赤碕分館は休館します。
と　き　８月21日（日）

ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

　戦争の記憶と平和への祈りを風化させてはいけないという思い
から、終戦記念日にあわせて、戦争に関する本の展示をします。
　８月19日（金）まで。
　この機会に平和について考えてみてはいかがでしょうか。

●琴浦町図書館　本館・赤碕分館
８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
※�21日（日）は臨時休館日、
　�24日（水）は資料整理日です。

サークル名：古布庄ピンポン
リ ー ダ ー：馬

うま
野
の
彰
あき
博
ひろ

さん
人　　　数：10人
活　動　日：毎週木曜日　13：30～15：00
会　　　場：旧古布庄小学校体育館
活 動 内 容：
　健康維持と地域住民の親睦を目的に、定期的に集
まって、ラージボール卓球をしています。
　始めに、ストレッチ体操をしたあと、打ち合い練
習をします。シングルやダブルスでゲームを行う場
合もあります。
　和気あいあいとした雰囲気の楽しい活動ですので、
皆さん、仲間に入られませんか。
問　合　先：古布庄まちづくり協議会　℡57-2004

鳥取大学サイエンスアカデミーのライブ中継（本館）
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）
８月13日 開催なし
８月27日 飲酒の健康への影響

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。

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

琴浦町の
情報発信中

友だち募集中！

子ども向け映画会を開催します
　スポンジ・ボブと仲間たちが海賊に戦いを挑む！　実写と
ＣＧを融合させた人気シリーズです。誘い合わせてお越しく
ださい。
作　品　　『スポンジ・ボブ　海のみんなが世界を救Ｗｏｏ！』
と　き　　８月21日（日）13:30～15:05
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


