
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１回講座
 

『～三朝町民に聞く～
時間 １０時～１１時３０分

場所 町総合文化ホール

講師 梶川
 

重要無形民俗文化財に指定されている三朝のジンショ。

この大綱引きには様々な歴史と文化が見て取れ
引きに込められた様々な謎を聞いていく。

 

 第３回講座
 

『～行政講座
時間 １０時～１１時３０分

場所 町総合文化ホール

講師 三朝町総務課、町民課
 

耳にすることが多くなったマイナンバー制度。今後、私

たちの生活にどう関わってくるのか。
 

 第５回講座
 

『～行政講座
時間 １０時～１１時３０分

場所 町総合文化ホール
講師 三朝町健康福祉課

 

身近な職員である保健師、栄養士等の専門職員の仕事内
容とそれぞれの職員から健康にまつわるミニ講座。
 

 第７回講座
 

『お出かけ講座～県内の名所巡り～
時間 未定

場所 鳥取方面（予定）…青谷
 

※ 新型コロナウイルスの感染者状況に
より予定を変更する場合があります。

入校式・第１回講座

５月３０日（金）
入校式

講 座

年

第１回講座 ５月３０日（月）

『～三朝町民に聞く～
１０時～１１時３０分

町総合文化ホール

梶川 満 氏（三朝町三朝）

重要無形民俗文化財に指定されている三朝のジンショ。

この大綱引きには様々な歴史と文化が見て取れ
引きに込められた様々な謎を聞いていく。

第３回講座 ７月２０日（水）

行政講座～マイナンバー制度とは
１０時～１１時３０分

町総合文化ホール

三朝町総務課、町民課

耳にすることが多くなったマイナンバー制度。今後、私

たちの生活にどう関わってくるのか。

第５回講座 ９月２１日（水）

行政講座～健康福祉課専門職員とは
１０時～１１時３０分

町総合文化ホール
三朝町健康福祉課

身近な職員である保健師、栄養士等の専門職員の仕事内
容とそれぞれの職員から健康にまつわるミニ講座。

第７回講座 １１月１６日（水）

お出かけ講座～県内の名所巡り～
未定 

鳥取方面（予定）…青谷

新型コロナウイルスの感染者状況に
より予定を変更する場合があります。

入校式・第１回講座

５月３０日（金）
入校式 ９時３０分～

座 １０時～
年 間 講 

５月３０日（月）

『～三朝町民に聞く～ 大綱引きの謎
１０時～１１時３０分 

町総合文化ホール 大ホール

氏（三朝町三朝）

重要無形民俗文化財に指定されている三朝のジンショ。

この大綱引きには様々な歴史と文化が見て取れ
引きに込められた様々な謎を聞いていく。

７月２０日（水）

マイナンバー制度とは
１０時～１１時３０分 

町総合文化ホール 大ホール

三朝町総務課、町民課 

耳にすることが多くなったマイナンバー制度。今後、私

たちの生活にどう関わってくるのか。 

９月２１日（水）

健康福祉課専門職員とは
１０時～１１時３０分 

町総合文化ホール 大ホール
三朝町健康福祉課 

身近な職員である保健師、栄養士等の専門職員の仕事内
容とそれぞれの職員から健康にまつわるミニ講座。

１１月１６日（水）

お出かけ講座～県内の名所巡り～

鳥取方面（予定）…青谷上寺地

新型コロナウイルスの感染者状況に
より予定を変更する場合があります。

入校式・第１回講座 

５月３０日（金）
９時３０分～
１０時～

 座 ス ケ

５月３０日（月） 

大綱引きの謎』 

大ホール 

氏（三朝町三朝） 

重要無形民俗文化財に指定されている三朝のジンショ。

この大綱引きには様々な歴史と文化が見て取れる。大綱
引きに込められた様々な謎を聞いていく。 

７月２０日（水） 

マイナンバー制度とは』

大ホール 

耳にすることが多くなったマイナンバー制度。今後、私

 

９月２１日（水） 

健康福祉課専門職員とは

大ホール 

身近な職員である保健師、栄養士等の専門職員の仕事内
容とそれぞれの職員から健康にまつわるミニ講座。 

１１月１６日（水）

お出かけ講座～県内の名所巡り～』 

上寺地遺跡 

新型コロナウイルスの感染者状況に 
より予定を変更する場合があります。 

５月３０日（金） 
９時３０分～ 
１０時～ 

ケ ジ ュ ー

   第２回講座

 

重要無形民俗文化財に指定されている三朝のジンショ。 

。大綱

 
 

『～三朝町
時間

場所

講師
    

 

講師の説明とともに三朝温泉街を歩き三朝の
める

   

』 

耳にすることが多くなったマイナンバー制度。今後、私

 
 

『
時間

場所

講師
 

高齢者世帯に多い特殊詐欺被害。特殊詐欺の現状や防

止、しつこいセールスにどう対処すればよいか。

   

健康福祉課専門職員とは』 

身近な職員である保健師、栄養士等の専門職員の仕事内
 

 
 

『冬に備えて～軽スポーツ
時間

場所
講師

 

冬の運動不足に備えて、自宅でできる簡単体操や運動経
験がなくてもできるニュースポーツを体験。

１１月１６日（水）   

 

 等 

 
 

『
時間

場所

講師
 

笑うことは健康に良いと言われている
すことの重要性を学ぶ。

ー ル （

第２回講座

『～三朝町を知る
時間 １０時～１１時３０分

場所 三朝温泉多目的駐車場

講師 三朝町地域おこし協力隊
    リエヴェン・アントニー

講師の説明とともに三朝温泉街を歩き三朝の
める。すーはー温泉の施設見学

第４回講座

『特殊詐欺被害防止・消費者問題
時間 １０時～１１時３０分

場所 町総合文化ホール

講師 倉吉警察署・県消費生活センター

高齢者世帯に多い特殊詐欺被害。特殊詐欺の現状や防

止、しつこいセールスにどう対処すればよいか。

第６回講座

『冬に備えて～軽スポーツ
時間 １０時～１１時３０分

場所 町総合
講師 三朝町スポーツ推進委員

冬の運動不足に備えて、自宅でできる簡単体操や運動経
験がなくてもできるニュースポーツを体験。

第８回講座

『笑いと健康（予定）
時間 １０時～１１時３０分

場所 町総合文化ホール

講師 未定 

笑うことは健康に良いと言われている
すことの重要性を学ぶ。

受講料 

１，０００円
※ 全８回通じて

当日受付で

（ 予 定 ）

第２回講座 ６月２２日（水）

を知る～ 三朝温泉街散策
１０時～１１時３０分

三朝温泉多目的駐車場

三朝町地域おこし協力隊
リエヴェン・アントニー

講師の説明とともに三朝温泉街を歩き三朝の
。すーはー温泉の施設見学

第４回講座 ８月２４日（水）

特殊詐欺被害防止・消費者問題
１０時～１１時３０分

町総合文化ホール

倉吉警察署・県消費生活センター

高齢者世帯に多い特殊詐欺被害。特殊詐欺の現状や防

止、しつこいセールスにどう対処すればよいか。

第６回講座 １０月１９日（水）

『冬に備えて～軽スポーツ
１０時～１１時３０分

スポーツセンター
三朝町スポーツ推進委員

冬の運動不足に備えて、自宅でできる簡単体操や運動経
験がなくてもできるニュースポーツを体験。

第８回講座 １２月２１日（水）

笑いと健康（予定）』
１０時～１１時３０分

町総合文化ホール

笑うことは健康に良いと言われている
すことの重要性を学ぶ。 

１，０００円
全８回通じて
当日受付でお支払いください

） 

６月２２日（水）

三朝温泉街散策
１０時～１１時３０分（少雨決行）

三朝温泉多目的駐車場 集合

三朝町地域おこし協力隊 
リエヴェン・アントニー 氏

講師の説明とともに三朝温泉街を歩き三朝の
。すーはー温泉の施設見学あり。 

８月２４日（水）

特殊詐欺被害防止・消費者問題
１０時～１１時３０分 

町総合文化ホール 大ホール 

倉吉警察署・県消費生活センター

高齢者世帯に多い特殊詐欺被害。特殊詐欺の現状や防

止、しつこいセールスにどう対処すればよいか。

１０月１９日（水）

『冬に備えて～軽スポーツ体験～』
１０時～１１時３０分 

スポーツセンター 
三朝町スポーツ推進委員 

冬の運動不足に備えて、自宅でできる簡単体操や運動経
験がなくてもできるニュースポーツを体験。

１２月２１日（水）

』 
１０時～１１時３０分 

町総合文化ホール 大ホール 

笑うことは健康に良いと言われている。日々笑って過ご

１，０００円 
全８回通じて 

お支払いください

６月２２日（水） 

三朝温泉街散策』 
（少雨決行） 

集合 

氏 

講師の説明とともに三朝温泉街を歩き三朝の理解を深

８月２４日（水） 

特殊詐欺被害防止・消費者問題』 

 

倉吉警察署・県消費生活センター 

高齢者世帯に多い特殊詐欺被害。特殊詐欺の現状や防

止、しつこいセールスにどう対処すればよいか。 

１０月１９日（水） 

～』 

冬の運動不足に備えて、自宅でできる簡単体操や運動経
験がなくてもできるニュースポーツを体験。 

１２月２１日（水） 

 

日々笑って過ご

お支払いください 

理解を深

高齢者世帯に多い特殊詐欺被害。特殊詐欺の現状や防

 

冬の運動不足に備えて、自宅でできる簡単体操や運動経

 

日々笑って過ご
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２ 

３ 

４ 

・

・

・各講座の事前出欠確認は行いませんが、準備の都合上、文化

・新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更する場合が

・必ずマスクを着用し
・受講当日の

ご
37.5℃以上の発熱がある（あった）。

上記の他、以下の症状がある（あった）。

＞咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻づまり、味覚障害、嗅覚障害、目

の痛み、結膜の充血、頭痛、関節痛、筋肉痛、下痢、吐気、嘔吐

緊急事態宣言発出地域、まん延防止対策重点措置地域、及び鳥取県が定める感染警

戒地域（感染流行厳重警戒地域（レベル５）、感染流行警戒地域（レベル４）

外への渡航歴がある（あった）。

「コロナウイルス感染者の濃厚接触者」及び「保健所から外出を控えたり体調に注

意するよう依頼されている」

お電話、メール、
① 住所
三朝町教育委員会事務局社会教育課へご連絡ください。
 

募集期限
 

【申込・お問合せ先】
三朝町教育委員会事務局社会教育課
電 話
F A X
メール

５月３０日（月）
 

・９時
        
 

・９時
        

 

・10 時

・各講座は、申込いただいた受講生のみが受講できます。なお、
年度途中からの申込も受け付けます（その場合でも、受講料
は１，０００円となります

・入場料や飲食費など実費が必要な場合は別途
ます。 

・各講座の事前出欠確認は行いませんが、準備の都合上、文化
ホール以外で開催する講座（第
前申込制とします（受講生宛に別途通知）。

・新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更する場合が

あります。

必ずマスクを着用し
・受講当日の 14

遠慮ください。
℃以上の発熱がある（あった）。

上記の他、以下の症状がある（あった）。

＞咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻づまり、味覚障害、嗅覚障害、目

の痛み、結膜の充血、頭痛、関節痛、筋肉痛、下痢、吐気、嘔吐

緊急事態宣言発出地域、まん延防止対策重点措置地域、及び鳥取県が定める感染警

戒地域（感染流行厳重警戒地域（レベル５）、感染流行警戒地域（レベル４）

外への渡航歴がある（あった）。

「コロナウイルス感染者の濃厚接触者」及び「保健所から外出を控えたり体調に注

意するよう依頼されている」

お電話、メール、
住所 、 ②

三朝町教育委員会事務局社会教育課へご連絡ください。

募集期限 令和４年５月

【申込・お問合せ先】
三朝町教育委員会事務局社会教育課

話 ４３－３５１８
F A X ４３－０６４７
メール shakaikyouiku@town.misasa.tottori.jp

５月３０日（月）

・９時 00 分～ 
        

・９時 30 分～ 
        

時 00 分～ 

各講座は、申込いただいた受講生のみが受講できます。なお、
年度途中からの申込も受け付けます（その場合でも、受講料

１，０００円となります
入場料や飲食費など実費が必要な場合は別途

 

・各講座の事前出欠確認は行いませんが、準備の都合上、文化
ホール以外で開催する講座（第
前申込制とします（受講生宛に別途通知）。

・新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更する場合が

あります。 

必ずマスクを着用し、
14 日前までに以下の事項に該当がある場合は出席を

遠慮ください。 
℃以上の発熱がある（あった）。 

上記の他、以下の症状がある（あった）。

＞咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻づまり、味覚障害、嗅覚障害、目

の痛み、結膜の充血、頭痛、関節痛、筋肉痛、下痢、吐気、嘔吐

緊急事態宣言発出地域、まん延防止対策重点措置地域、及び鳥取県が定める感染警

戒地域（感染流行厳重警戒地域（レベル５）、感染流行警戒地域（レベル４）

外への渡航歴がある（あった）。 

「コロナウイルス感染者の濃厚接触者」及び「保健所から外出を控えたり体調に注

意するよう依頼されている」 

お電話、メール、FAX で…
② 氏名 、③

三朝町教育委員会事務局社会教育課へご連絡ください。

令和４年５月 25

【申込・お問合せ先】 
三朝町教育委員会事務局社会教育課

４３－３５１８ 
４３－０６４７ 
shakaikyouiku@town.misasa.tottori.jp

５月３０日（月） 三朝町総合文化ホール

  受付開始
         （受講料１，０００円をご準備ください）

  開校式 
         三朝町教育長あいさつ

学級会（年間計画説明、地区委員選出）

 第１回講義

各講座は、申込いただいた受講生のみが受講できます。なお、
年度途中からの申込も受け付けます（その場合でも、受講料

１，０００円となります。
入場料や飲食費など実費が必要な場合は別途

・各講座の事前出欠確認は行いませんが、準備の都合上、文化
ホール以外で開催する講座（第
前申込制とします（受講生宛に別途通知）。

・新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更する場合が

、こまめな手指消毒を励行してください。
日前までに以下の事項に該当がある場合は出席を

上記の他、以下の症状がある（あった）。 

＞咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻づまり、味覚障害、嗅覚障害、目

の痛み、結膜の充血、頭痛、関節痛、筋肉痛、下痢、吐気、嘔吐

緊急事態宣言発出地域、まん延防止対策重点措置地域、及び鳥取県が定める感染警

戒地域（感染流行厳重警戒地域（レベル５）、感染流行警戒地域（レベル４）

「コロナウイルス感染者の濃厚接触者」及び「保健所から外出を控えたり体調に注

で… 
、③ 連絡先

三朝町教育委員会事務局社会教育課へご連絡ください。

25 日（水）まで

三朝町教育委員会事務局社会教育課
 
 

shakaikyouiku@town.misasa.tottori.jp

三朝町総合文化ホール

受付開始 
（受講料１，０００円をご準備ください）

三朝町教育長あいさつ
学級会（年間計画説明、地区委員選出）

第１回講義 

各講座は、申込いただいた受講生のみが受講できます。なお、
年度途中からの申込も受け付けます（その場合でも、受講料

。 

入場料や飲食費など実費が必要な場合は別途

・各講座の事前出欠確認は行いませんが、準備の都合上、文化
ホール以外で開催する講座（第 2 回、第
前申込制とします（受講生宛に別途通知）。

・新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更する場合が

こまめな手指消毒を励行してください。
日前までに以下の事項に該当がある場合は出席を

＞咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻づまり、味覚障害、嗅覚障害、目

の痛み、結膜の充血、頭痛、関節痛、筋肉痛、下痢、吐気、嘔吐

緊急事態宣言発出地域、まん延防止対策重点措置地域、及び鳥取県が定める感染警

戒地域（感染流行厳重警戒地域（レベル５）、感染流行警戒地域（レベル４）

「コロナウイルス感染者の濃厚接触者」及び「保健所から外出を控えたり体調に注

連絡先 を 
三朝町教育委員会事務局社会教育課へご連絡ください。

日（水）まで 

三朝町教育委員会事務局社会教育課 

shakaikyouiku@town.misasa.tottori.jp

三朝町総合文化ホール ２階

（受講料１，０００円をご準備ください）

三朝町教育長あいさつ 
学級会（年間計画説明、地区委員選出）

各講座は、申込いただいた受講生のみが受講できます。なお、
年度途中からの申込も受け付けます（その場合でも、受講料

入場料や飲食費など実費が必要な場合は別途自己負担となり

・各講座の事前出欠確認は行いませんが、準備の都合上、文化
回、第 6 回、第

前申込制とします（受講生宛に別途通知）。 
・新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更する場合が

こまめな手指消毒を励行してください。
日前までに以下の事項に該当がある場合は出席を

社会教育課メール

＞咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻づまり、味覚障害、嗅覚障害、目

の痛み、結膜の充血、頭痛、関節痛、筋肉痛、下痢、吐気、嘔吐 

緊急事態宣言発出地域、まん延防止対策重点措置地域、及び鳥取県が定める感染警

戒地域（感染流行厳重警戒地域（レベル５）、感染流行警戒地域（レベル４））や海

「コロナウイルス感染者の濃厚接触者」及び「保健所から外出を控えたり体調に注

三朝町教育委員会事務局社会教育課へご連絡ください。 

shakaikyouiku@town.misasa.tottori.jp 

２階 大ホール

（受講料１，０００円をご準備ください）

学級会（年間計画説明、地区委員選出）

各講座は、申込いただいた受講生のみが受講できます。なお、
年度途中からの申込も受け付けます（その場合でも、受講料

自己負担となり

・各講座の事前出欠確認は行いませんが、準備の都合上、文化
回、第 7 回）は事

・新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更する場合が

こまめな手指消毒を励行してください。
日前までに以下の事項に該当がある場合は出席を

社会教育課メール QR

＞咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻づまり、味覚障害、嗅覚障害、目

緊急事態宣言発出地域、まん延防止対策重点措置地域、及び鳥取県が定める感染警

や海

「コロナウイルス感染者の濃厚接触者」及び「保健所から外出を控えたり体調に注

大ホール 

（受講料１，０００円をご準備ください） 

学級会（年間計画説明、地区委員選出） 

各講座は、申込いただいた受講生のみが受講できます。なお、
年度途中からの申込も受け付けます（その場合でも、受講料

自己負担となり

・各講座の事前出欠確認は行いませんが、準備の都合上、文化
回）は事

・新型コロナウイルス感染状況により、予定を変更する場合が

こまめな手指消毒を励行してください。 
日前までに以下の事項に該当がある場合は出席を 

QR コード 


