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2022年10月
　 朝さんぽ

8:30 総合体育館
琴浦こども塾
9:30 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

町内巡回がん検診
9:30～ 各地区
悩み何でも無料相談
13:30 まなびタウンとうはく
ストレッチ教室
14:00 農業者トレーニングセンター

  

図書館休館日
琴浦町図書館
乳児相談
9:00 保健センター

ストレッチ教室
10:00 総合体育館
3歳児健診
12:45 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

体幹教室【初級】
10:00 総合体育館
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
下郷地区まちの保健室
13:30 下郷地区公民館

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
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
体力測定会
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
ストレッチ教室
10:00 総合体育館

体幹教室【初級】
10:00 総合体育館
昼さんぽ
14:00 農業者トレーニングセンター

朝さんぽ
8:30 総合体育館
ことうら子どもパーク『七宝焼き』
9:00 まなびタウンとうはく　第２会議室
琴浦こども塾
9:30 旧中井旅館
秋の読書週間 空とぶおはなし会
10:30 琴浦町図書館
秋の読書週間 トリック・オア・トリート！おはなし会
11:00 赤碕分館

 図書館休館日
琴浦町図書館

総合体育館休館日

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
悩み何でも無料相談
13:30 役場分庁舎

空調設備工事による臨時休館
（～10月17日まで）赤碕分館
古布庄ふれあい交流会
9:00 古布庄運動広場

総合体育館休館日
町内巡回がん検診
9:30～ 各地区

Let’s go トレッキング
8:30 総合体育館
ことうら子どもパーク
『ハロウィン★アイシングクッキー作り』
9:30 まなびタウンとうはく　調理室
図書館おはなし会
10:30 琴浦町図書館
上郷地区ペーパークイリング教室
13:00 上郷地区公民館

朝さんぽ
8:30 総合体育館
ことうら子どもパーク『ハロウィン★アイシングクッキー作り』
9:30 赤碕地区公民館
体幹教室【昼】
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
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

ストレッチ教室
10:00 総合体育館
健康サロン
13:00 上郷地区公民館
えんじょいスポーツ
19:30 農業者トレーニングセンター

1歳6か月児健診
12:45 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

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
町内巡回がん検診
9:30～ 各地区

　

朝さんぽ
8:30 総合体育館
ことうら子どもパーク『ハロウィン★アイシングクッキー作り』
9:30 八橋地区公民館
体力測定会
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
ストレッチ教室
14:00 総合体育館
「子どもの心を育てる共有体験」（人権教育講座）
19:00 赤碕文化センター

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

巨木の郷ノルディックウォーキング
9:00 旧古布庄小学校
【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

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

下郷公民館作品展
9:00 下郷地区公民館

令和４年10月（NO.218） ※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
2㈰
9㈰
10㈪
16㈰
23㈰
30㈰

内　科 外　科
野島病院
垣田病院
厚生病院
信生病院

藤井政雄記念病院
野島病院

清水病院
北岡病院
野島病院
清水病院
厚生病院
清水病院

今月の税等
町県民税　第３期
国民健康保険税　第４期
介護保険料　第４期
後期高齢者医療保険料　第４期
納付期限 10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　10月19日（水）
 　　　9:00～11:00
 　所　まなびタウンとうはく
② 時　10月22日（土）
 　　　9:00～11:00
 　所　まなびタウンとうはく
③ 時　10月27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　10月14日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　成美地区公民館
② 時　10月28日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　古布庄地区公民館
 　問　人権・同和教育課
 　　　℡ 52-1162

時　10月４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　10月19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 精神科医師による心の健康相談（要予約）
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
　　9:00～17:00
　　※第３木曜日を除く
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　10月12日（水）
　　13:30~17:00
問　鳥取県中部総合事務所
　　℡ 23-3147

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） 悩み何でも相談窓口 精神障がい者家族ダイヤル

時　10月21日（金）
　　13:30～15:00
所　倉吉交流プラザ
　　第１･ ２研修室
問　町民生活課
　　℡ 52-1704

① 時　10月12日（水）
 　　　13:30～15:30
② 時　10月20日（木）
 　　　13:30～15:30
③ 時　10月24日（月）
 　　　15:00～17:00
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

① 時　10月６日（木）、
 　　　10月13日（木）
 　　　13:30～15:30
 　所　まなびタウンとうはく
② 時　10月11日（火）
 　　　13:30～15:30
 　所　役場分庁舎
 　問　福祉あんしん課
 　　　℡ 52-1715

時　10月６日（木）、
　　10月20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） 行政書士による相談会（要予約） 調停委員による調停手続き相談会 何でも相談（社会福祉協議会）
時　10月16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　10月16日（日）
　　10:00～14:00
所　倉吉市立図書館　２階
内　 相続・遺言、成年後見、農

地転用、借地借家問題など
問　鳥取県行政書士会事務局
　　℡ 0857-24-2744

時　10月12日（水）
　　10:00～15:00
所　倉吉未来中心セミナールーム６
内　 相続・親子・夫婦関係など

の家事調停手続き、お金の
貸借・家賃滞納・交通事故
などの民事調停手続き

問　鳥取地方裁判所倉吉支部
　　℡ 22-2911

時　月曜日～金曜日
　　8:15～17:15
　　※祝日を除く
所　琴浦町社会福祉協議会本所
問　琴浦町社会福祉協議会本所
　　℡ 52-3600 

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
『運

うん

動
どう

未
み

満
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で体
からだ

はととのう』	（一般書）
長
なが

島
しま

　康
やす

之
ゆき

‖著（主
しゅ

婦
ふ

の友
とも

社
しゃ

）
　病院に行くほどではないけれど、疲れやすい、
ぐっすり眠れない……などの不調を抱えていませ
んか？この本では、調子が良い状態になるための
行動習慣が紹介されています。
　かかと重心で歩く、耳を引っ張るなど、努力を
しない「運動未満」の行動で、少しずつ調子の良
い体を作りましょう。

『みどりの森
もり
のなかまたち』	（児童書）
たかどの　ほうこ‖作（理

り
論
ろん
社
しゃ
）

　森の入り口のカツラの木まで歩いてきた、のはら
おばさんとのんちゃん。すると木のかげから、のは
らクラブのなかまが出てきました。森の中でこども
たちが発見した木について、のはらおばさんは楽し
く教えてくれます。
　人気の「のはらクラブシリーズ」、18年ぶりの新
作です。

おすすめの新刊見てごしない！ 今月の特集
◆図書館本館◆
「本

ほん

のなかの図
と

書
しょ

館
かん

」特集
◆赤碕分館◆
「本

ほん

屋
や

が選
えら

ぶ時
じ

代
だい

小
しょう

説
せつ

大
たい

賞
しょう

」特集
『黛

まゆずみ

家
け

の兄
きょう

弟
だい

』砂すな原はら　浩こう太た 朗ろう‖著（講こう談だん社しゃ）
　神山藩の筆頭家老である黛家の三男、新
三郎。彼は17歳の武士で、道場仲間の圭
蔵と穏やかな青春の日々を過ごしていた
が、ある日黛家の未来を揺るがす大事件が
起こる─。
　同賞は、過去１年間に刊行された時代小
説の中から、書店店長などの選考委員によ
り選ばれる賞です。前作で第11回大賞を
受賞した著者による、おすすめの時代小説
です。

図書館イベントのお知らせ

子ども向け映画会を開催します

　10月27日から11月９日まで、秋の読書週間です。読書に親しんで
もらうための楽しい催しを行いますので、ぜひご来館ください。
●秋の読書週間おはなし会

●お楽しみブックス〈本館〉
　おすすめの本の表紙を隠して貸出します。普段読まないステキな本
との出会いをお楽しみください。
　対象　子ども・大人向け
●オリジナルしおりを作ろう〈本館〉
　期間中はいつでもしおりを作ることができます。
●紙で作る「飛び出るやきいも」の工作キットプレゼント〈分館〉
　対象　本を借りた子ども先着10名
　期間　11月８日（火）～11月18日（金）
●本の展示
　〈本館〉①「バリアフリー資料を知ろう」特集　②「お祭り」特集
　〈分館〉「瀬戸内寂聴生誕100年」特集

　トゥイーティーをネコのシルベスターが追いかける！楽しいコメデ
ィー・アニメです。
作　品　『トゥイーティーのフライング・アドベンチャー』
と　き　11月19日（土）13:30～14:45
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

●琴浦町図書館　本館

●赤碕分館

10月の休館日（休館日　　）

10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

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

※�26日（水）は資料整理日です。

※�26日（水）は資料整理日です。
※�２日（日）～17日（月）まで、空調工事のため休
館します。

サークル名：ちょこっとクラブ
リ ー ダ ー：金

かね
田
だ
則
のり
幸
ゆき

さん
人　　　数：10名
活　動　日：毎週水曜日　13：30〜15：00
会場・問合せ先：赤碕地区公民館　℡55-2149
活 動 内 容：
　健康の維持・増進と会員相互の親睦を目的とし
て、毎週水曜日の午後に集まっています。
　ビデオを参考にしながら「百歳体操」に取り組
んで体を動かした後、みんなでおしゃべりしたり
して楽しんでいます。
　気軽に参加していただける会ですので、みなさ
んも「ちょこっと」のぞいてみてください。お待
ちしています。

図書館古本市（本館）
　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。
ところ　まなびタウンとうはく４階多目的ホール
と　き　11月３日（木）～４日（金）午前中

　参加時間は、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

※４日（金）は12:30に終了します。
定　員　各回70名（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。

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

日 時　間 会　場 内　　容

10月29日（土） 10:30 本　　館 空とぶおはなし会
11:00 赤碕分館 トリック・オア・トリート！おはなし会

11月５日（土） 10:30 本　　館 お米の絵本おはなし会
11:00 赤碕分館 かわいいスイーツおはなし会


