
　　　①7月25日(月)午前9時～午後0時30分
　　　　　　バスでまわる親子コース
　　　(福市考古資料館→美術館→文化ホール)

　　③8月8日(月)午前9時～午後0時30分
　　　　市内ウォーキング高学年コース
(山陰歴史館→加茂川・中海遊覧船→米子市美術館
→米子市公会堂)

　　②8月5日(金)午前9時～午後0時30分
　　　　　バスでまわる低学年コース
(米子市立図書館→淀江文化センター→児童文化
センター)

◎要事前申込です。詳しくは、米子市立図書
館、又は最寄りの財団施設で配布しているチラ
シをご覧ください。
◎申込・問合先：(一財)米子市文化財団
電話0859-35-6411

 いよいよ夏休みがやってきます。 

図書館には読書感想文の課題図書、自由研究に役立つ本、調べ学習の

本などたくさんあります。夏休みに向けて新しい本も続々入荷中。宿

題の参考にぜひ図書館をご利用ください。 

 調べ方など分からないことがあれば、お気軽に図書館職員に声をか

けてください。また中・高校生向けの読書感想文におすすめの本もあ

ります。夏休みにじっくりと読書をしてみませんか。 

 

★6月から募集している米子市立図書館マスコットキャラクターの名

前を、引き続き募集しています！締め切りは8月21日(日)まで。採用

された方にはささやかなプレゼントもございます！ 
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米子市文化財団連携事業 第7回こども夏休み体験ツアー 

 今年で7回目を迎える、米子市文化財団主催のこども夏休み体験ツアー。今年も小学生を対象に児童文

化センター、文化ホールなどをまわり楽しく体験します(*^_^*)ぜひご参加ください。 

ぬいぐるみお泊まり会♪ 

 ７月30日(土)午後４時から、米子市立図書館1階〈おはなしのへや〉で「ぬいぐるみおとまり会」を開

催します。 

「ぬいぐるみおとまり会」とは、「子どもたちのお気に入りのぬいぐるみが夜の図書館に泊まり、館内を

探検する」という疑似体験を通して、子どもたちに図書館や読書に親しみをもってもらう取り組みです。 

 お子さんが日頃大切にしているぬいぐるみを、図書館で3日間お預かりします。後日、ぬいぐるみを迎

えに来て頂いたときに、夜の図書館を冒険するぬいぐるみたちの様子を写した写真をお渡しします。定員

20名まで、要事前申込です。詳しくは、米子市立図書館で配布しているチラシをご覧ください。米子市

立図書館ホームページからもご覧になれます。 

 
◎申込・問合先 米子市立図書館  

電話0859-22-2612   

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

Ｈ.Ｐ http://www.yonago-toshokan.jp/  

早く図書館行きたいな～♪ 

米子市立図書館だよりH28.7月号 

夏休みの課題図書・自由研究の本あります！！ 



　
　　　　　　7月19日(火)午後1時～5時
　　　　予約先：よなご若者サポートステーション
　　　　電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-8766

 

　　　　7月3日(日)午後1時～５時
　　　　予約先：日本政策金融公庫米子支店
　　　　　　電話0859-34-5821
　　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-33-4203

　　　　7月15日（金）午後1時～3時
　　　　　予約先：米子市立図書館
　　　　　　TEL0857-22-2612
　　　　　　FAX0859-22-2637

　
　
　　　7月26日（火）午後1時～4時
　　　　　　　予約先：米子市立図書館
　　　　　　　TEL0859-22-2612
　　　　　　　FAX0859-22-2637

7月2日(土)午後2時～
『日本精神史』長谷川宏著

講談社

  　　7月13日(水)午後2時00分～4時
                 ※要事前申込
      予約先：ライフサポートセンターとっとり
       （平日午前9時30分～午後5時30分）
　         　電話0120-82-5858
　　        ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-32-5454

 

　　　　　7月23日(土)午後1時30分～
  古文書入門「多比能実知久佐」
 (日吉津村石原家から雲州母里西村家に嫁いだ美
須女の諸国巡礼旅日記)を読む
                     講師：中　宏さん

　　　　　　　　「生物学」シリーズ

　　　7月9日(土)午前10時30分～正午
　　　　講師：工学研究科教授　大城隆さん
　　　　　「世の中に役立つ微生物たち」

　　　　　電話0857-31-6777　ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-31-6708

　
　　　　　「地方創生と私たち」シリーズ

　　　　７月23日(土)午前10時30分～正午
　講師：産学・地域連携推進機構准教授　前波晴彦さん
　　　「イノベーションは地方創生の夢を見るか?」

 
　　　　　7月3日(日)午後１時～５時
予約先：米子市立図書館　電話0859-22-2612
　　　　　　　　　　  ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

　　　　　　7月12日(日)午前10時～3時
　　予約先：鳥取県農業農村担い手育成機構西部支所
　　電話0859-31-9644　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-35-0198

 

　　　　　　　　7月3日(日) 午後1時30分
　　　   　『論語新釈』宇野哲人著　対象：大人

　　　7月13日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　　      ※要事前申込　先着15名
　　　　              申込先：米子市立図書館
　       電話0859-22-2612　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

　

　　　　　　　7月３０日(土)午後３時～４時30分
「茜色に輝くきもの＋革工芸のエキゾチック－２０１５年
度鳥取県無形文化財指定をめぐって」
 講師：金子賢治さん
(鳥取県文化財保護審議会委員、茨城県立陶芸美術館長)
入場無料、どなたでも参加できます。
くわしくは鳥取県教育委員会文化財課
電話0857-26-7937　ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-26-8128

すべて無料・要事前申込 

場所：図書館2階研修室 

場所：図書館2階研修室 

米子市立図書館だよりH28..7月号 

起業・経営なんでも相談会 

よなご若者サポートステーション出張相談会 

起業・事業融資相談会 

ビジネス情報相談会 

特許無料相談会 

楽しく漢文に学ぶ会 つつじ読書会 

古文書研究会 

こころの相談会 
いきいき長寿音読教室 

※通信状況によっては、中止となる可能性もございます。ご了承ください。 
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就農相談会 

「無形文化財指定記念展」関連講演会 

鳥取大学サイエンス・アカデミー 



 

 

7月12日(火) (毎月第2火曜日) 

午後4時～4時30分 

担当：図書館職員 

  

 

     午前10時40分～11時30分   

◎7日，14日，21日  担当：ほしのぎんかさん  

◎28日  担当：火曜の会さん 

場所：図書館１階おはなしのへや 

米子市立図書館だよりH28.7月号 

木曜おはなし会 夕方おはなし会 
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７月15日(金)午後1時30分～3時   

場所：米子市立図書館2階研修室 

 

第3回「労務管理上の多様な問題とその対応」 

講師：社会保険労務士 山下靖夫さん  

 

※要予約 予約先：みなくる米子 

電話0859-31-8785 

労働セミナー 

前月号から3回にわたり、米子市立図書館で活躍される読み聞かせボランティア団体さんのインタ

ビューを掲載しています。第２回目は、「火曜の会」さんです！ 

ありがとうございました♪ 

                              

 

７月9日(土)午後1時30分～   

場所：米子市立図書館2階研修室 

◎「『大山町名和沖米軍機による輸送船(永安丸・第

二伊勢丸)空襲記録 面瀬の沈船』のできるまで」 

 発表者：杉谷安也女さん 

 

◎「大山寺開基1300年－金蓮上人・考」 

 発表者：根平雄一郎さん 

伯耆文化研究会7月例会 

火曜の会さんには、現在「図書館忍者の巻物」の制作

を協力して頂いています。いつも美しい巻物をありが

とうございます！！ 

Ｑ．いつ頃から活動を始めていますか？ 

Ａ．昭和58年(1983年)から活動していま

す。米子市で開催された朗読講習会に集っ

たメンバーが、今後も継続して活動しよう

と結成したのが始まりです。今年で活動33

年目になります。 

Ｑ.火曜の会の名前の由来はなんですか? 

Ａ．毎週火曜日にメンバーが集まり活動することから、

「火曜の会」という名前になりました。現在25名で活

動しています。 

Ｑ.活動されていて嬉しいこと

はなんですか？ 

Ａ．かわいい赤ちゃんやお子

さんの笑顔を見て、元気をも

らうことです。お母さん方も

ゆったりとおはなしを聴いて

くださり、素敵な時間を共有

できることがとても幸せです。

毎月楽しみにしています。 

Ｑ．主な活動内容はなんで

すか？ 

Ａ．月１回、米子市立図書

館での読み聞かせのほか、

児童文化センター、小中学

校の朝読書の時間、小学校

の平和学習、年に一度幼稚

園と養護学校での読み聞か

せ、本の学校のおはなしタ

イム、また、公民館での生

涯学習と、幅広く活動して

います。5月の母の日と、8

月の原爆の日のコンサート

が大きなメインイベントで

す。 
Ｑ.最後に一言お願いします！ 

Ａ．日本語の美しさを楽しみな

がら、これからも勉強していき

たいと思っています。 

第29回朗読コンサート「星は見ている」～原爆

の日に寄せて～ 開催します！ 

     日時： 8月5日(金)午後1時30～3時 

     場所：米子市立図書館2階研修室  

      入場無料・予約不要 



米子市立図書館だよりH28.7月号 

☆多目的研修室は、事業がない日のみ開放しています。多目的研修室(研修室①②)が使用できない場合、他の研修室を

開放する場合があります。お問合せ下さい。 

☆6月現在の予定であり、変更になることがあります。ご了承ください。     ☆休館日は研修室をご利用頂けません。 

 ☆開館時間  平日 火～金 午前９時 ～ 午後７時    土・日・祝日 午前10時～ 午後６時  

 ☆休館日    月曜日・月末（資料整理）・年末年始12月29日～1月3日・特別資料整理期間 

 ☆貸出冊数・期間  ひとり10冊まで・２週間 

 米子市立図書館 ℡ 0859-22-2612  Fax 0859-22-2637 eメール jimu5000＠yonago-tosyokan.jp 

 ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/  所在地 米子市中町8番地 
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「古地図展」7月10日(日)～30日(土)  

 主催：山道俊哉さん 

※24日(日)午後1時30分から古地図に関するギャラリートークを開催します。 

   《場所：図書館２階研修室》 

日にちのとなりの印は、多目的研修室(研修室①②)の使用の有無です   

▲・・・午後不可(9日/伯耆文化研究会7月例会 21日/研修会 30日/講演会) 

■・・・研修室①のみ午後不可(15日/労働セミナー) 

◆・・・研修室②のみ午後不可(24日/ビブリオバトル) 

日 月 火 水 木 金 土

1 2
つつじ読書会
14：00～

3
起業・経営なんでも相
談会，起業・事業融資
相談会
13：00～
楽しく漢文に学ぶ会
13：30～

4　休館日 5 6 7
おはなし会
　　10：40

8 9▲
ｻｲｴﾝｽ・ｱｶﾃﾞﾐｰ

10：30～
伯耆文化研究会
7月例会13：30～

10
就農相談会
10：00

11　休館日 12
夕方おはなし会
16：00

13
いきいき長寿音読
教室10：30～
こころの相談会
14：00～

14
おはなし会
　　　10：40

15■
ビジネス情報相談会
13：00～
労働セミナー
13：30～

16

17 18　休館日 19よなご若者ｻ
ﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ出張
相談会13：00～

20 21▲
おはなし会
　　　10：40

22 23
ｻｲｴﾝｽ・ｱｶﾃﾞﾐｰ10：
30～
古文書研究会
13：30～

24◆
「古地図展」ギャラ
リートーク
13：30～

25　休館日 26特許無料相談
会13：00～

27 28
おはなし会
10：40

29 30▲「無形文化財指
定記念展」関連講演会
15：00～
ぬいぐるみおとまり会
16：00～

31
月末休館日


