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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
やさしいトレーニング教室
19:30 総合体育館

図書館本館古本市（11/4まで）
9:30 まなびタウンとうはく

ストレッチ教室
10:00 総合体育館

ストレッチ教室
10:00 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

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
14:00 総合体育館
行政書士無料相談会
16:00 琴浦町図書館

5歳児健診
13:00 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
体幹教室
14:00 総合体育館
体幹教室
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
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

 

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
森のトレーニング教室
19:00 旧古布庄小学校体育館

総合体育館休館日
悩み何でも無料相談
13:30 役場分庁舎

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
14:00 総合体育館
体幹教室
19:00 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

総合体育館休館日

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
上郷地区まちの保健室
13:30 上郷地区公民館

総合体育館休館日
第47回とうはく部落解放文化祭
9:00 東伯文化センター
３歳児健診
12:45 まなびタウンとうはく

集団セット検診
8:30 役場分庁舎

町ソフトバレーボール大会
9:00 農業者トレーニングセンター
古布庄まつり2022
9:30 旧古布庄小学校体育館

集団セット検診
8:30 保健センター
13:30 保健センター
第47回とうはく部落解放文化祭
9:00 東伯文化センター
町バドミントン大会
9:30 農業者トレーニングセンター
クリスマスドーム・アレンジ教室
13:00 上郷地区公民館

朝さんぽ
8:30 総合体育館
第47回とうはく部落解放文化祭
9:00 東伯文化センター
10:00 まなびタウンとうはく（講演会）
13:00 まなびタウンとうはく（講演会）
琴浦こども塾
9:30 まなびタウンとうはく
ことうら子どもパーク
『クリスマスの万華鏡を作ろう！』
9:30/13:30 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
子ども向け映画会『トゥイ―ティー
のフライング・アドベンチャー』
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

ことうら子どもパーク
『アニマルキーホルダーを作ろう！』
9:30 旧以西小学校
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（資料整理日）
琴浦町図書館、赤碕分館
体幹教室【初級】
10:00 総合体育館
昼さんぽ
14:00 総合体育館
「病気のある人の人権」
～精神障がいの理解と支援～
人権教育講座
19:00 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

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

 

総合体育館休館日

図書館休館日  
琴浦町図書館、赤碕分館
第47回とうはく部落解放文化祭
9:00 東伯文化センター
上郷地区住民作品展
（～26日まで）
9:30 上郷地区公民館

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

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
森のトレーニング教室
19:00 旧古布庄小学校体育館

【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）
図書館赤碕分館折り紙教室
14:00 役場分庁舎

令和４年11月（NO.219）　 ※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担当（中部総合事務所内）
　　　　　 23-3147（終日）
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㈭
6㈰
13㈰
20㈰
23㈬
27㈰

内　科 外　科
垣田病院
信生病院
厚生病院

藤井政雄記念病院
垣田病院
信生病院

北岡病院
清水病院
野島病院
三朝温泉病院
清水病院
野島病院

今月の税等
国民健康保険税 第５期
介護保険料 第５期
後期高齢者医療保険料 第５期
納付期限 11月30日㈬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
ことうら子どもパーク
『クリスマスの万華鏡を作ろう！』
9:30 赤碕地区公民館
秋の読書週間
お米の絵本おはなし会
10:30 琴浦町図書館
秋の読書週間
かわいいスイーツおはなし会
11:00 赤碕分館
ことうら子どもパーク
『クリスマスの万華鏡を作ろう！』
13:30 安田地区公民館



行政相談 人権相談 農家相談 女性法律相談（要予約）
① 時　11月16日（水）
 　　　9:00～11:00
 　所　まなびタウンとうはく
② 時　11月24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　11月11日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　以西地区公民館
② 時　11月25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　11月１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　11月16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
　　※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　11月９日（水）
　　13:30~17:00
問　鳥取県中部総合事務所
　　℡ 23-3147

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） 悩み何でも相談窓口

時　11月18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　11月18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　11月２日（水）
 　　　13:30～15:30
② 時　11月28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　11月10日（木）、
 　　　11月17日（木）
 　　　13:30～15:30
 　所　まなびタウンとうはく
② 時　11月８日（火）、
 　　　13:30～15:30
 　所　役場分庁舎
 　問　福祉あんしん課
 　　　℡ 52-1715

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） 何でも相談（社会福祉協議会）
時　11月３日（木）、
　　11月17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　11月20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　11月10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　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 

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/
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）
　私たちの日常生活に、薬は欠かせないものです。薬
の副作用はどうして起こるの？同じ薬でも効きが違
うのはなぜ？薬の疑問や更年期障害にお勧めの漢方
薬など、この本では詳しく説明しています。
　薬の正しい選び方や、薬に頼らないで体調を保つ方
法を知り、自分の体をしっかりケアしたいものです。
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）

　身のまわりの小さな道具から広い宇宙まで、いろ
いろなところに「科学」があります。では科学って
何でしょう？この本では、生物学、物理学、化学な
ど科学の５つの分野についてどういう学問なのか、
何のために必要なのかを解説しています。「よくわか
らない」なんて言わずに、まずは知ってみましょう。

おすすめの新刊見てごしない！ 今月の特集
◆図書館本館◆
「知

し
ってほしい！ノンフィクション」特集

『命
いのち
のクルーズ』高たか梨なし　ゆき子こ∥著（講こう談だん社しゃ）

　「感染対策が失敗したから船内で感染が
広がったというより、検疫が始まる前に感
染した人の検査が進んで、陽性が判明して
いく過程を、私たち国民は見ていたんです
よ」医師から聞いたこの言葉をきっかけに、
ダイヤモンド・プリンセスの集団感染を取
材し始めた著者。生と死の極限を垣間見た
人々が語る、新型コロナ感染発生当時の記
録です。

◆赤碕分館◆
「プロフェッショナルたち」特集

折り紙教室（要申込）【分館】

鳥取大学サイエンスアカデミーのライブ中継（本館）

　赤碕公民館折り紙教室講師の岩崎さんによる、大人向け折り
紙教室を開催します。クリスマスリースを作ります。
と　き　　11月27日（日）14:00～
ところ　　琴浦町役場分庁舎　３階第３会議室
定　員　　大人　10名（先着）
参加費　　500円（予定）
申込先　　赤碕分館

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）
11月12日 自分達で自分達の暮らしをデザインする
11月26日 人を見る：人とのインタラクションを目指して

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。

●琴浦町図書館　本館・赤碕分館
11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

サークル名：以西グラウンドゴルフ同好会
リ ー ダ ー：田

た
中
なか
　君

なお
彦
ひこ
さん

人　　　数：20名
活　動　日：毎月２回（土曜日もしくは日曜日）
　　　　　　夏期８：00～　冬期８：30～
会　　　場：旧以西小学校グラウンド・河原芝
　　　　　　（雨天：旧以西小学校体育館）
活 動 内 容：
　以西地区ならではの豊かな自然の中、地域の仲間
たちと芝生の上でグラウンドゴルフをして、体力づ
くりと交流をしています。半期に一度の表彰を励み
に、仲間と楽しくグラウンドゴルフに汗を流してい
ます。
問　合　先：以西地区公民館　℡55-7550

新しい麻
マージャン
雀の本が入りました

　図書館本館では、利用者のリクエストにお応えして、麻雀の本
を購入しました。
　今注目されている「健康麻雀」にチャレンジしてみてはいかが
でしょうか？
　図書館では、本のリクエストをお待ちしています。

『麻雀を初めてやる人の本』
『はじめてでも絶対わかる麻雀』
『麻雀１年目の教科書』　　　　　ほか

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
　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。
作　品　　『ケアニン』
と　き　　12月３日（土）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

※�23日（水）は第４水曜日ですが祝日のため開館
し、24日（木）を資料整理日として休館します。


