
日 月 火 水 木 金 土
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子ども運動教室
10:00　総合体育館
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
町スポーツ少年団結団式
9:30　東伯総合公園野球場
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

新型コロナワクチン集団接種
9:30　保健センター

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
19:00　総合体育館

総合体育館休館日
農家相談
9:00　分庁舎農業委員会事務局
乳児相談
9:00　保健センター

体幹教室（昼）
14:00　総合体育館
体幹教室（夜）
19:00　総合体育館

ボッチャ＆バドミントン
10:00　総合体育館
体幹教室（初級）
10:00　総合体育館
赤ちゃん健診
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
新型コロナワクチン集団接種	
13:30　保健センター
トレセン昼さんぽ
14:00　農業者トレーニングセンター

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
手話教室
10:00　東伯文化センター
体幹教室（昼）
10:00　総合体育館
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

新型コロナワクチン集団接種	
9:30　保健センター

図書館休館日
琴浦町図書館、赤碕分館
町内小中学校入学式　各校
ストレッチ教室
14:00　総合体育館

総合体育館休館日 体幹教室（昼）
14:00　総合体育館
体幹教室（夜）
19:00　総合体育館

新型コロナワクチン集団接種
13:30　保健センター
トレセンストレッチ教室	
14:00　農業者トレーニングセンター

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
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

新型コロナワクチン集団接種	
9:30　保健センター

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
19:00　総合体育館

総合体育館休館日 体幹教室（昼）
14:00　総合体育館
体幹教室（夜）
19:00　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　まなびタウンとうはく
新型コロナワクチン集団接種
13:30　保健センター
トレセン昼さんぽ
14:00　農業者トレーニングセンター

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
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
こどもの読書週間	
せかいの絵本おはなし会
10:30　琴浦町図書館
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
こどもの読書週間	
春のおでかけおはなし会
11:00　赤碕分館
ストレッチ教室
14:00　総合体育館

新型コロナワクチン集団接種	
9:30　保健センター
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

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
離乳食講習会
13:00　まなびタウンとうはく
体幹教室（昼）
14:00　総合体育館
体幹教室（夜）
19:00　総合体育館

新型コロナワクチン集団接種
13:30　保健センター
体幹教室（初級）
10:00　総合体育館
トレセンストレッチ教室
14:00　農業者トレーニングセンター

下郷地区グラウンドゴルフ大会
9:00　上光好芝広場

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
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

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
心と女性の相談担当（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）

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 内　科 外　科
3日㈰ 藤井政雄記念病院 厚生病院

10日㈰ 野島病院 清水病院

17日㈰ 信生病院 北岡病院

24日㈰ 垣田病院 野島病院

29日㈮ 厚生病院 清水病院

今月の税等
軽自動車税　全期
納付期限　５月２日（月）
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※予定は急きょ変更及び中止になる場合があります。
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琴浦町内の文化芸術団体の紹介
団　体　名　大山詩吟同好会
指　　導　徳本  義則さん
人　　　数　９名
開　催　日　毎月第１・３金曜日　12:30 ～ 14:30
会　　場　中山公民館
問合せ先　090-7507-1894（徳本）
紹　　介　		詩吟をしてみませんか？新

しい仲間を募集しています。
　　　　　 詩吟というと難しそうに聞

こえますが、初めての人で
もすぐにうたうことができ
るようにアレンジをしてい
ます。詩吟の上達はもちろ
んですが、福祉施設訪問を
とおした社会貢献活動もし
ています。会費、教材代は
無料です。練習曜日、時間
帯の相談にも応じますの
で、ご興味のある人はお問
い合わせください。

おすすめの新刊見てごしない！今月の特集
イチオシの本をご紹介イチオシの本をご紹介
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店）

　戦後３回目となる今回の刊行。前回から四半世紀を経て、私
たちを取り巻く環境は大きく様変わりしています。過去をどう捉
え、未来にどう繋ぐのかは、今を生きる私たちの手に委ねられ
ています。
　第三期は、研究の最前線を分かりやすく伝えること、世界各地域から見た世界史
となっていることなどが特色となっています。既刊の４冊を含め、全24巻が刊行予
定です。

『もしも地
ちきゅう

球がひっくり返
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ったら』�（児童書）
川
かわむら

村　康
やす

文
ふみ

／監修（学
がっけん

研プラス）

　もしも地球がひっくり返ったら…、もしもキリンの首が短かっ
たら…と考えたことはありませんか？地球のもしも、宇宙のもし
も、ヒトの体のもしも、自然のもしも、身近なもしも、あらゆる

『もしも』を科学的な理由をもとに解説する一冊です。科学の知
識を楽しく学べます。

◆図書館本館◆
「『鎌
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』の世
せ

界
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」特集

◆赤碕分館◆
「決

けってい

定！本
ほ ん や

屋大
たいしょう

賞2022」特集
『星

ほし

を掬
すく

う』�町ま ち だ

田 そのこ∥著（中
ちゅうおうこうろんしんしゃ

央公論新社）

　昨年の本屋大賞を受賞した作者の著書
が、今年も本屋大賞ノミネート作に選ば
れました。
　小学１年生の夏に母親と旅をし、その
後、母に捨てられた千

ち

鶴
づる

。離婚後、元夫
から逃れるために向かった「さざめきハ
イツ」には自分を捨てた母、聖

せい

子
こ

がいた―。

●琴浦町図書館　本館・赤碕分館
４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

※27日（水）は資料整理日です。

今月の無料相談
行政相談 人権相談 農家相談 夜間納税相談（要予約）

① 時　4月20日㈬　9:00 ～ 11:00
　 所　琴浦町社会福祉センター
② 時　4月28日㈭ 13:30 ～ 15:30
　 所　琴浦町老人福祉センター
　 問　総務課
　　　 ℡ 52-2111

① 時　4月8日㈮　9:00 ～ 11:30
　 所　以西地区公民館
② 時　4月22日㈮　9:00 ～ 11:30
　 所　古布庄地区公民館
　 問　人権・同和教育課
　　　 ℡ 52-1162

 時　4月5日㈫　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　開庁日の夜間　～ 19:30頃
 所　役場本庁舎
 問　税務課
　　 ℡ 52-1712

男女共同参画相談 外国人相談窓口 悩み何でも相談窓口 多重債務・法律相談
（要予約）

 時　開庁日　8:30 ～ 17:15
 所　役場本庁舎
 問　企画政策課
　　 ℡ 52-1708

 時　開庁日　8:30 ～ 17:15
 所　役場本庁舎
 問　総務課
　　 ℡ 52-1704

 時　4月7日㈭、21日㈭
　　 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

 時　4月15日㈮　13:30 ～ 15:00
 所　倉吉交流プラザ
 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 女性法律相談（要予約）

 時　4月21日㈭　13:30 ～ 15:30
 所　中部ハートフルスペース
 問　鳥取県教育センター
　　 ℡ 0857-28-2322

 時　4月13日㈬　13:30 ～ 17:00
 問　鳥取県中部総合事務所
 　　 ℡ 23-3147

 時　4月7日㈭、21日㈭
　　 13:00 ～ 16:00
 問　鳥取県精神障害者家族会連合会
　　 ℡ 090-3880-3498

 時　4月20日㈬　10:00 ～ 12:00
 所　中部総合事務所２号館
 問　中部総合事務所県民福祉局
　　 ℡ 0858-23-3152

　４月23日から５月12日までは「こどもの読書週間」です。
期間中、図書館では、楽しいイベントを行います。
　お気軽にご参加ください！

●こどもの読書週間おはなし会
日 と き ところ 内　　容

4/23
㈯

10:30 本　　館 せかいの絵本おはなし会
11:00 赤碕分館 春のおでかけおはなし会

5/7
㈯

10:30 本　　館 科学絵本のおはなし会
11:00 赤碕分館 いっぱい食べようおはなし会

●「木
もく

育
いく

サポート 森
もり

のきこりん」のおもちゃ広場
　いろいろな木のおもちゃで楽しく遊ぼう！
　と　き　５月14日㈯　10：00 ～ 12：00
　ところ　まなびタウンとうはく　３階和室
　定　員　12組（定員になり次第締切）
　申込先　図書館本館　℡52-1115

●期間中の本の展示
　・図書館本館 「知っているようで知らないSDGs」特集
　・赤碕分館　「点字つき絵本・さわる絵本」特集

●絵本のお楽しみ袋の貸出
　図書館職員のおすすめの絵本を入れて貸出をします。
　と　き　　４月23日㈯～５月12日㈭（なくなり次第終了）
　ところ　　図書館本館、赤碕分館
　問合せ先　図書館本館　℡52-1115
　　　　　　赤碕分館　　℡55-7547

「こどもの読書週間イベント」�のお知らせ

Ｏ
オ パ ッ ク

ＰＡＣ（図書館蔵書目録）の便利な機能
　OPAC は資料検索や予約以外にも、便利な機能があります
ので、ご活用ください。
 ⃝新着案内（新しく入った資料の一覧）
 ⃝所蔵一覧（CD、DVD など）
 ⃝雑誌タイトル一覧
 ⃝貸出資料の延長（再貸出）
 ⃝ 新着資料案内登録（好きな作家や分野の新着案内がメール

で届きます）
 ⃝今度読みたい本（利用状況一覧から登録できます）
※ 図書館ホームページの「蔵書検索」を開くと、OPAC 画面

に移ります。カード番号とパスワード（初期設定は生年月
日の下４桁）が必要な機能があります。

　めいたんてい・おしりたんていが、どんなじけんもププッ
とかいけつ！「ププッおやつどろぼうはだれだ？」「ププッみ
はらしそうのかいじけん（前・後編）」の３話あります。
　誘い合わせてお越しください。
作　品　『おしりたんてい』
と　き　5月21日㈯　13：30 ～ 14：30
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（定員になり次第締切）
申込先　図書館本館　℡52-1115　FAX 52-1155

子ども向け映画会を開催します


