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2022年12月
　

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

離乳食講習会
13:00 まなびタウンとうはく
干支の折り紙教室
13:00 八橋地区公民館
体幹教室【昼】
14:00 総合体育館
体幹教室【夜】
19:00 総合体育館

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

下郷地区まちの保健室
13:30 下郷地区公民館
ヨガの呼吸でリラックス講座
13:30 八橋地区公民館

  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

ヨガの呼吸でリラックス講座
13:30 八橋地区公民館

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 赤碕地区公民館
15:00 成美地区公民館
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【昼】
14:00 総合体育館
体幹教室【夜】
19:00 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

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
やさしいトレーニング教室
10:00 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
集団セット検診
8:30 保健センター
13:30 保健センター

総合体育館休館日

総合体育館休館日

バレーボールフェスティバル（一般）
9:00 農業者トレーニングセンター
赤碕駅の活用について
一緒に考えるワークショップ
13:00 分庁舎多目的ホール

プレーパークどんぐり
13:00 平岩記念会館前

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
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
クリスマスおはなし会
11:00 赤碕分館
ことうら健康フェスタ
（受付13：00～）
13:30 まなびタウンとうはく

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

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
悩み何でも無料相談
13:30 安田地区公民館
15:00 以西地区公民館
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

ヨガの呼吸でリラックス講座
13:30 八橋地区公民館
ストレッチ教室
14:00 総合体育館

 

総合体育館休館日 図書館休館日（資料整理日）
琴浦町図書館、赤碕分館
上郷地区お正月生け花アレンジ教室
13:30 上郷地区公民館
体幹教室【昼】
14:00 総合体育館
体幹教室【夜】
19:00 総合体育館

総合体育館年末年始休館
（～１/3まで）
図書館年末年始休館
（～１/3まで）
琴浦町図書館、赤碕分館

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
やさしいトレーニング教室
10:00 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
クリスマスおはなし会
10:30 琴浦町図書館
図書館おはなし会
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

正月用フラワーアレンジメント教室
13:30 下郷地区公民館

令和４年12月（NO.220）　 ※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
4㈰
11㈰
18㈰
25㈰
31㈯

内　科 外　科
垣田病院
野島病院

藤井政雄記念病院
信生病院
厚生病院

厚生病院
清水病院
厚生病院
北岡病院
清水病院

今月の税等
固定資産税 第３期
国民健康保険税 第６期
介護保険料 第６期
後期高齢者医療保険料 第６期
納付期限 12月28日㈬

朝さんぽ
8:30 総合体育館
バレーボールフェスティバル（小学生）
9:00 農業者トレーニングセンター
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
図書館映画会『ケアニン』
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



行政相談 人権相談 農家相談 女性法律相談（要予約）
① 時　12月14日（水）
 　　　9:00～11:00
 　所　まなびタウンとうはく
② 時　12月22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　12月９日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　赤碕地区公民館
② 時　12月23日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　下郷地区公民館
 　問　人権・同和教育課
 　　　℡ 52-1162

時　12月６日（火）、20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　12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 公証役場休日相談（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　12月18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

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 何でも相談（社会福祉協議会）

時　12月18日（日）
　　13:30～16:00
所　倉吉交流プラザ
　　第１･ ２研修室
問　総務課
　　℡ 52-1704

① 時　12月７日（水）13:30～15:30
② 時　12月12日（月）15:00～17:00
③ 時　12月14日（水）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

① 時　12月１日（木）、 15日（木）
 　　　13:30～15:30
 　所　まなびタウンとうはく
② 時・所　12月８日（木）
 　　　　　13:30～14:30
 　　　　　　赤碕地区公民館
 　　　　　15:00～16:00
 　　　　　　成美地区公民館
③ 時・所　12月22日（木）
 　　　　　13:30～14:30
 　　　　　　安田地区公民館
 　　　　　15:00～16:00
 　　　　　　以西地区公民館
 　問　福祉あんしん課
 　　　℡ 52-1715

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             

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　12月14日（水）
　　13:30~17:00
問　鳥取県中部総合事務所
　　℡ 23-3147

時　12月１日（木）、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

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

『編
あ

めば編
あ

むほどわたしはわたしになっていった』（一般書）
三
み

國
くに

　万
ま

里
り

子
こ

∥著　（新
しん

潮
ちょう

社
しゃ

）
　編み物作家をしている三國さんは、子どもの頃から
人との関わり方に難しさを抱えていました。自分の居
場所を探しながら生きていた彼女が、辿り着いた先に
あったのは、「編むこと」でした。
　この本は、著者が友人たちと続けていたメールのや
り取りから生まれた、初となるエッセイ集です。

『ウマと話
はな
すための７つのひみつ』（児童書）

河
かわ

田
た

　桟
さん

 ∥文と絵　（偕
かい

成
せい

社
しゃ

）
　動物と話してみたいと思ったことはありませんか？
　この絵本では、耳や鼻、しっぽの動きでも馬の気持
ちがわかること、人と馬のリズムが違うことなど、馬
を相棒に暮らす著者が「馬と話すための７つの秘密」
を教えてくれます。
　「馬語」の秘密を知ることで、馬がもっと好きにな
る１冊です。

おすすめの新刊見てごしない！ 今月の特集
◆図書館本館◆
「もう読んだ？ドラマ・映画の原作本」特集
◆赤碕分館◆
「あたためる。」特集
『志

し
麻
ま
さんのサクッと作

つく
れる極

ごく
上
じょう
おつまみ』

タサン　志
し

麻
ま

∥著（マガジンハウス）
　「伝説の家政婦」と呼ばれる志麻さんの、
簡単に作れるおつまみのレシピ集です。手
に入りやすい食材を使い、普段あまり料理
をしない人でも作れそうなレシピが載って
います。おいしいおつまみを食べ、心も体
もあたためましょう。

●琴浦町図書館　本館・赤碕分館
12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

サークル名：からだ元気塾
リ ー ダ ー：小

こ
前
まえ

　優
ゆう

子
こ

さん
人　　　数：12人
活　動　日：毎月２回（第２・４金曜日）
　　　　　　14：00～15：00
会　　　場：下郷地区公民館
参　加　費：500円／１回
指　導　者：あきたの整体院　秋

あき
田
た

　良
りょう

輔
すけ

さん
活 動 内 容：
　公民館事業がきっかけで発足して２年が経ちます。
日常簡単にできるストレッチを教わり日々実践する
ことで慢性痛が軽減してきました。幅広い年齢層で
すが、和気あいあいと楽しい活動をしています。
問　合　先：下郷地区公民館　℡53-1886

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

※�28日（水）は資料整理日です。29日（木）～
１月３日（火）まで年末年始のため休館します。

クリスマスお楽しみイベント開催のお知らせ

年末年始休館のお知らせ

　図書館では12月10日（土）から25日（日）まで、楽しいクリス
マスイベントを行います。期間中、クリスマスの本の展示もしてい
ますので、ぜひご来館ください。

●クリスマスおはなし会（工作あり）
　分館　12月17日（土）11：00～
　本館　12月24日（土）10：30～

【本館のイベント】
●工作キット「毛糸でつくる雪だるま」プレゼント
●あなたのお気に入りの本を見つけよう
　クリスマスコーナーの本を読んで、気に入った本を紙に書いてツ
　リーに貼ってみよう！
●図書館でクリスマスツリーを飾ろう！

【分館のイベント】
●工作キット「紙コップでサンタのパクパク人形」プレゼント
　本を借りた子どもにプレゼントします。
●クリスマスラッキープレゼント
　本を借りられた人に雑誌の付録をプレゼントします。大人も参加
　可能です。

　図書館本館と赤碕分館は、12月29日（木）から１月３日（火）
まで年末年始のため休館します。
　返却する本は、玄関近くに設置している返却口へお願いします。
　※28日（水）は資料整理休館日です。

鳥取大学サイエンスアカデミーのライブ中継（本館）

図書館ボランティア募集について

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）

12月10日 鳥取大学の教育・研究を陰で支える黒子
～技術職員～の紹介

12月24日 開催なし

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。

　図書館本館では、お手伝いをしてくださるボランティアを
募集しています。
　・本の返却や除籍処理
　・掲示物作成
　・古本市のお手伝い（秋ごろ開催）
　図書館が好きな人、地域のために何かボランティア活動を
したい人など、お気軽にご連絡ください。
　問合せ先　図書館　℡52-1115


