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2023年２月

　

確定申告（赤碕会場）（～24日）
9:00～/13:00～ 役場　分庁舎
※平日のみ
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
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
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

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

ストレッチ教室
10:00 総合体育館

体育施設一般利用受付開始
8:30 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

悩み何でも無料相談
13:30 赤碕地区公民館
体幹教室【初級】
14:00 総合体育館
悩み何でも無料相談
15:00 成美地区公民館
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

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
悩み何でも無料相談
13:30 安田地区公民館
体幹教室【昼】
14:00 総合体育館
悩み何でも無料相談
15:00 以西地区公民館
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

 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
農家相談
9:00 役場　分庁舎

総合体育館休館日

総合体育館休館日
農家相談
9:00 役場　分庁舎
はみがき教室
9:10 まなびタウンとうはく

スポンジテニス交流大会
9:00 農業者トレーニングセンター

朝さんぽ
8:30 総合体育館
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
健康マージャン教室
13:30 下郷地区公民館
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
図書館古文書講座
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

第6回まちネットフォーラム琴浦
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

総合体育館休館日

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

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
ストレッチ教室
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
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
確定申告（東伯会場）
（～３月15日）
9:00～/13:00～ 保健センター
※平日のみ
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

【冒険遊び場】
プレーパークどんぐり
13:00 東伯総合公園内
平岩記念会館前

令和５年２月（NO.222）　 ※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
5㈰
11㈯
12㈰
19㈰
23㈭
26㈰

内　科 外　科
垣田病院

藤井政雄記念病院
厚生病院
垣田病院
野島病院
信生病院

三朝温泉病院
野島病院
清水病院
北岡病院
清水病院
厚生病院

今月の税等
固定資産税 第４期
国民健康保険税 第８期
介護保険料 第８期
後期高齢者医療保険料 第８期
納付期限 ２月28日㈫
確定申告 ２月16日㈭～３月15日㈬
 ※平日のみ

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
ストレッチ教室
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
体幹教室【初級】
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　２月８日（水）
 　　　9:00～11:00
 　所　まなびタウンとうはく
② 時　２月16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　２月10日（金）
 　　　9:00~11:30
 　所　成美地区公民館
② 時　２月24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　２月７日（火）、21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　２月15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 多重債務・法律相談（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　２月17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

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 悩み何でも相談窓口

時　２月１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

時　２月８日（水）
　　13:30~17:00
問　鳥取県中部総合事務所
　　℡ 23-3147

時　２月２日（木）、16日（木）
　　13:00～16:00
問　鳥取県精神障害者家族会
　　連合会
　　℡ 090-3880-3498

① 時　２月２日（木）、16日（木）
 　　　13:30～15:30
 　所　まなびタウンとうはく
② 時　２月９日（木）
 　　　13:30～14:30
 　所　赤碕地区公民館
③ 時　２月９日（木）
 　　　15:00～16:00 
 　所　成美地区公民館 
④ 時　２月22日（水）
 　　　13:30～14:30 
 　所　安田地区公民館 
⑤ 時　２月22日（水）
 　　　15:00～16:00 
 　所　以西地区公民館
 　問　福祉あんしん課
 　　　℡ 52-1715

公証役場休日相談（要予約）
時　２月19日（日）
　　9:00～12:00
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

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

『昭
しょう

和
わ

のくらしと道
どう

具
ぐ

図
ず

鑑
かん

』（一般書）
小
こ

泉
いずみ

　和
かず

子
こ

∥編著　（河
か わ

出
で

書
し ょ

房
ぼ う

新
し ん

社
し ゃ

）
　昭和の衣・食・住に使われていたモノを写真・図
版で紹介しています。
　さらに黒電話での電話のかけ方、障子張り、子ども
の娯楽など、使い方や料理の仕方まで丁寧に説明して
あり、この本１冊で、昭和の庶民のくらしがわかります。
　昭和世代は懐かしく、平成・令和世代には新鮮に映
る図鑑です。

『となりのホンドギツネ』（児童書）
渡
わた
邉
なべ
　智

とも
之
ゆき
∥写真と文　（文

ぶん
一
いち
総
そう
合
ごう
出
しゅっ
版
ぱん
）

　岐阜県のとある町に「ホンドギツネ」という種類の
野生のキツネが、大きな川の河川敷に暮らしています。
　人間の近くでひっそりと生きている様子が写真絵本
で紹介されているので、ぜひ読んでみてください。

おすすめの新刊見てごしない！ 今月の特集
◆図書館本館◆
「人
にん
気
き
のエッセイ♪年

ねん
間
かん
ランキング」特集

◆赤碕分館◆
「待

ま
ちどおしい春

はる
」特集

『春
はる
を背

せ
負
お
って』

笹
ささ
本
もと
　稜

りょう
平
へい
∥著（文

ぶん
春
しゅん
文
ぶん
庫
こ
）

　先端技術者として働いていた長
なが

嶺
みね

亨
とおる

は、奥
秩父で山小屋を営む父の訃報を受け、後を継
ぐことを決意する。
　山小屋を訪れる人との交流や、春を迎える
山の風景が美しく描かれている一冊です。

赤碕分館に、「本館図書コーナー」を設置しました！

　赤碕分館にいながら、本館の図書を手に取って、ご覧いた
だけるようにしました。
　準新着図書（本館の受け入れ後１カ月経ったもの）をメイ
ンに、小説や大活字本などを置いています。コーナーの本は、
毎月入れ替えます。ぜひ、ご利用ください。

●琴浦町図書館　本館・赤碕分館
２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

サークル名：パッチワーク教室
リ ー ダ ー：加

か
登
ど
脇
わき
　由

ゆ
紀
き
子
こ
さん

人　　　数：11人
活　動　日：毎月２回（第２・４金曜日）
　　　　　　13：00～16：30
会　　　場：八橋地区公民館
参　加　費：500円
指　導　者：谷

たに
口
ぐち
　直

なお
美
み
さん

活 動 内 容：
　かばん、人形、季節のタペストリーなどを
作っています。公民館作品展に出品したり、
家族や友達にプレゼントしたりと楽しみなが
ら活動しています。
問　合　先：八橋地区公民館　℡52-2564

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

※�22日（水）は資料整理日です。

「あたまイキイキ音
おん

読
どく

会
かい

」開催中！
　音読会では、詩や絵本、昔話などをみんなで声に出して読んで
います。音読は、脳の活性化が期待できるとされており、健康維
持におすすめです。お気軽にご参加ください。
　次回は、３月１６日(木)に開催予定です。
＜今まで使用したテキスト＞
・旅行記「山陰土産」（島崎藤村）
・絵本『てぶくろ』（エウゲーニー・M・ラチョフ）
・唱歌「汽車」
・詩「雀のかあさん」（金子みすゞ ）　など

新しく入ったＣＤ
『ソフトリー』（山下達郎）
『Mr.Children　2011-2015』(Mr.Children)
『Mr.Children　2015-2021&NOW』(Mr.Children）
『ウタの歌　ONE PIECE FILM RED』（Ado）
『赤ちゃんが喜ぶ音楽』
『ラヴ・サックス』（アヴリル・ラヴィーン）
『ワッツ・アップ　2021-2022　グレイテストヒッツ』

琴浦町の
情報発信中

友だち募集中！


