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2022年９月

　 朝さんぽ
8:30 総合体育館
コロナワクチン集団接種
9:30 役場本庁舎玄関
琴浦こども塾
9:30 まなびタウンとうはく
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
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
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
19:30 総合体育館

体幹教室【初級】
10:00 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 総合体育館
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
10:00 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
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

体幹教室【初級】
10:00 総合体育館
３歳児健診
12:45 まなびタウンとうはく
行政書士無料相談会
16:00 琴浦町図書館
えんじょいスポーツ
19:30 農業者トレーニングセンター

5歳児健診
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

まなびタウン教養講座
「そば打ち体験」
9:30 まなびタウン3F調理室
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

ストレッチ教室
10:00 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

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
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

総合体育館休館日
悩み何でも無料相談
13:30 役場分庁舎
「子どもと共に育つ」
同和問題懇談会
19:30 東伯文化センター

総合体育館休館日

総合体育館休館日

下郷地区ゴルフ大会
12:00 下郷地区公民館
琴浦町人権フェスティバル
13:30 まなびタウンとうはく

中部地区駅伝競走大会
9:30 赤碕八幡坂かねちく
　　蒲鉾店倉庫前スタート

朝さんぽ
8:30 総合体育館
琴浦こども塾
9:30 塩谷定好写真記念館
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
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
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
10:00 総合体育館
上郷地区健康サロン
13:30 上郷地区公民館

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
やさしいトレーニング教室
19:30 総合体育館
「子どもの自死予防」解放教育講座
19:30 赤碕文化センター

体幹教室【初級】
10:00 総合体育館
就職応援セミナー
13:30 役場本庁舎
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
19:30 総合体育館

下郷・上郷地区公民館共催
「ストリングアートフラワー教室」
13:30 下郷地区公民館
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

図書館休館日  
琴浦町図書館、赤碕分館

　 朝さんぽ
8:30 総合体育館
コロナワクチン集団接種
9:30 役場本庁舎玄関
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
図書館おはなし会
10:30 琴浦町図書館
11:00 赤碕分館
図書館映画会『僕のワンダフル・ライフ』
13:30 まなびタウンとうはく
体幹教室【初級】
14:00 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

下郷地区グラウンドゴルフ大会
9:00 上光好芝広場 
【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
　　　（野球場横） 

令和４年９月（NO.217）　 ※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
4㈰
11㈰
18㈰
19㈪
23㈮
25㈰

内　科 外　科
信生病院
野島病院
垣田病院

藤井政雄記念病院
厚生病院
信生病院

清水病院
北岡病院
三朝温泉病院
清水病院
野島病院
北岡病院

今月の税等
国民健康保険税 第３期
介護保険料 第３期
後期高齢者医療保険料 第３期
納付期限 ９月30日㈮



行政相談 人権相談 農家相談 女性法律相談（要予約）
① 時　９月21日（水）
 　　　9:00～11:00
 　所　まなびタウンとうはく
② 時　９月29日（木）
 　　　13:30～15:30
 　所　琴浦町老人福祉センター
 　問　総務課
 　　　℡ 52-2111

時　９月９日（金）
　　9:00~11:30
所　安田地区公民館
問　人権・同和教育課
　　℡ 52-1162

時　９月６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　９月21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　火曜日～日曜日
　　※第３木曜日を除く
　　　9:00～17:00
所　倉吉未来中心１階
問　よりん彩　相談室
　　℡ 23-3939

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

時　９月１日（木）、
　　９月15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　９月16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　９月16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　９月12日（月）
 　　　15:00～17:00
 ②時　９月15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　９月14日（水）
　　13:30~17:00
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） 依存症相談（要予約） 司法書士による法律相談会
(要予約)

時　９月１日（木）、
　　９月15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　９月11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　９月８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　９月27日（火）
　　16:00～18:00
所　倉吉未来中心セミナールーム６
内　 相続・不動産登記・多重債

務など
問　鳥取県司法書士会
　　℡ 0857-24-7024

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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イチオシの本をご紹介イチオシの本をご紹介

『マンガでわかる考
こう

古
こ

遺
い

跡
せき

発
はっ

掘
くつ

ワーク・マニュアル』（一般書）	
今
いま

井
い

 しょうこ∥著　　植
うえ

田
だ

　真
まこと

∥監修　（創
そう

元
げん

社
しゃ

）
　遺跡発掘って、実際はどんなことをしているの？
未経験で作業員の仕事を始めた著者が、マンガで
遺跡発掘の仕事を分かりやすく紹介しています。
　掘って、測って、記録して…地味な作業ですが、
発掘されたものから当時の人々の暮らしを推測す
ることは、まるで探偵のようです。
　この本を読むと、発掘に挑戦したくなるかもし
れません。

『めざせ鉄
てつ
道
どう
博
はか
士
せ
！日
にっ
本
ぽん
全
ぜん
国
こく
鉄
てつ
道
どう
路
ろ
線
せん
地
ち
図
ず
』（児童書）

地
ち

理
り

情
じょう

報
ほう

開
かい

発
はつ

∥編（永
なが

岡
おか

書
しょ

店
てん

）
　本書は大まかに２つのパートに分かれています。

「鉄道を知ろう」では、電車や鉄道のしくみと新幹線・
JR・私鉄・地下鉄など様々な鉄道について知ること
が出来ます。また、「全国鉄道MAP」では、全国を６
つのエリアに分けた路線地図が掲載されており、駅
弁や名産品の情報もあって、旅行気分が味わえます。

おすすめの新刊見てごしない！ 今月の特集
◆図書館本館◆
「残
ざん
暑
しょ
の心

こころ
をリフレッシュ！」特集

『あなたの心
こころ
に青
あお
空
ぞら
を』瀬

せ
戸

と
内
う ち

　寂
じゃく

聴
ちょう

∥著（光
こう

文
ぶん

社
しゃ

）
　「雨降らば降れ、そう口ずさむと気持ち
が落ち着くのです」昨年亡くなられた寂聴
さんは多くの名言を残しましたが、その源
泉であり人生の指針でもあった言葉が、わ
かりやすく解説してあります。真理をあら
わす名僧や偉人の言葉は、時代を超えて生
き続けるもの。心に響く言葉を見つけて、
気分をスッキリさせてみませんか。

◆赤碕分館◆
「動

どう

物
ぶつ

と共
とも

に生
い

きる」特集

赤碕分館	臨時休館について

鳥取大学サイエンスアカデミーのライブ中継（本館）

　空調設備の工事のため、赤碕分館は下記の期間休館します。
と　き　 10月２日(日) ～10月17日(月)
※本館は通常通り開館しています。
　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。

と　き　　第２・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）

９月10日 発達障害傾向のある子どもの居場所感と
　自己肯定感を育む関わり

10月８日 未定
10月22日 未定

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。

成美のステキを再発見！フォトコンテスト開催中
詳しくはこちらからご確認ください

●琴浦町図書館　本館・赤碕分館
９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
※�28日（水）は資料整理日です。

サークル名：成美地区写真愛好会
リ ー ダ ー：山

やま
田
だ

　道
みち

雄
お

さん
人　　　数：11人
活　動　日：毎週木曜日　13：30～15：00
会　　　場：成美地区公民館
活 動 内 容：
　古写真の収集を通じて成美文化の保存に力を入れ
ていますが、現在は、成美再発見と称して成美フォ
トコンテストの実施にも力を入れています。
　誰もが無理なく活動できるよう、規約もかなり弛
いものとなっており、【細く長く】をモットーに、皆
で楽しく活動しています。
　今後は、諸般の事情で長
らく中止となっていた撮影
会なども復活させたいと考
えています。入会をお待ち
しています。
問　合　先：成美地区公民館　℡55-2316

心ゆたかに生涯読書「敬老の日読書のすすめ」
　図書館本館と赤碕分館では、敬老の日に合わせておすすめ
の本を展示します。
　読書は心の健康に役立ち、頭の体操になると言われていま
す。お気に入りの一冊をみつけてみませんか。
期　間　　９月25日（日）まで
ところ　　図書館本館・赤碕分館

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

映画会を開催します
　飼い主の少年と再会するため、生まれ変わりを繰り返す
犬・ベイリーと人間の深い関係を描く人間ドラマです。
　誘い合わせてお越しください。
作　品　　『僕のワンダフル・ライフ』
と　き　　９月24日（土）13:30～15:10
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


