
日時：平成28年11月13日(日)  

会場：米子市立図書館・2階多目的研修室 
 

前半の部：乳幼児期 午後1時30分～3時  

(15分休憩) 

 後半の部：幼児期  午後3時15分～4時半 

 

 保護者、読書ボランティア、学生、図書館・幼稚園・保育園関係者な

どどなたでも参加できます。当日は託児サービスもございます(1歳～就

学前まで)。託児サービスを希望される方は、11月9日(水)までにお申込

みください(申込順3名様まで)。詳しくは館内チラシをご覧ください。 
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主催・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 

Eメール  

jimu5000@yonago-tosyokan.jp 

入場無料 

申込必要 

(定員100名) 

日時：平成28年11月26日(土)午後1時30分～4時 

会場：米子市立図書館・2階多目的研修室 
 

 ポリテクセンター米子さんは、ものづくりへの理解を深めていただくた

めに、毎年「ものづくり親子教室」を開催しています。今年は「サンドブ

ラスト」を使ってオリジナルコップの作成体験の参加者を募集します。詳

しくは館内チラシをご覧ください。 

 

※30分程で完成します。作品はお持ち帰りいただけます。 

 

申込・問合先：ポリテクセンター米子(訓練課) 

電話0859-27-5115 

入場無料 

申込必要 

(定員先着30名) 

 10月9日（日）午後、多目的研修室を会場に米子市在住の絵本作家・野坂勇作さん

の講演会≪絵本『分水嶺（ぶんすいれい）さがし』を語る≫を開催しました。７９名

の参加者のもと、貴重なお話を聞くことができました。 

 野坂さんは、分水嶺の楽しさを「想像すること、行動すること、発見すること」で

あると言われ、各地へ調査・取材された知識や情報、絵本づくりの舞台裏などを、絵

本を読みながら楽しく分かりやすい解説付きでお話ししてくださいました。 

 ９０分の講演の後には熱心な質疑応答もあり、あっという間に２時間が過ぎました。

講演会のアンケートには、「子どもの頃の体験が人生の岐路に立った時にいきてくる

ということが伝わってきました」などたくさんの感想が寄せられました。野坂勇作先

生、参加された皆さん、ありがとうございました。 



 
　　　　　11月6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

 

　　　　11月6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

　
　　　　　11月15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

　　　　11月18日（金）午後1時～3時
　　　　　予約先：米子市立図書館
　　　　　　電話0857-22-2612
　　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

　
　
　
　　　11月22日（火）午後1時～4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

☆つつじ読書会、楽しく漢文に学ぶ会、こどもの
ための論語教室、古文書研究会、いきいき長寿音
読教室のお問合せは、
　　　　　　米子市立図書館
　　　　電話0859-22-2612
　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637
　　　　　　までお願いします。

 　　　１１月９日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　　　 ※要事前申込　先着15名
※10月末現在、定員に達しました。キャンセルがあれば
予約可能。
　　　　  問合先：米子市立図書館

11月12日(土)午後2時～
『ギリシア人の物語１』(後半)

長谷川宏著　講談社

　

　　　　　　　11月13日(日) 午後1時30分
　　　   　『論語新釈』宇野哲人著　対象：大人

  　     　11月9日(水)午後2時～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

11月13日(日)午前10時30分～11時30分
『子ども論語塾』安岡定子著
対象：小学生(保護者も可)

　
　

　　　　　　いずれも午前10時30分～12時

　　　◎１１月１２日(土)
　　「病院に行ってもよくならない病いの話」
　　　講師：医学部　助教授　朴大昊さん
　　　◎１１月２６日(土)
　「地域と連携した米子市におけるヌカカ(干拓虫)対策」
　講師：国際乾燥地研究教育機構　准教授　大谷眞二さん

 

　　　　　11月26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
　　　♡どなたでもお気軽にご参加ください。

場所：図書館2階研修室 
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ビジネス支援 相談会は、 

すべて無料・要事前申込です。 

場所：図書館２階研修室 

起業・経営なんでも相談会 起業・事業融資相談会 

ビジネス情報相談会 
よなご若者サポートステーション出張相談会 

特許無料相談会 

つつじ読書会 

古文書研究会 

鳥取大学ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰin米子 

こころの相談会 

楽しく漢文に学ぶ会 

問合せ先 鳥取大学産学・地域連携推進機構 

電話0857-31-6777   

ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-31-6708 

初めて参加される方は、米子市立図書館までご連絡ください。 

こどものための論語教室ー第2期生ー 

いきいき長寿音読教室 



  

 

毎週木曜日 午前10時40分～11時30分   

◎3日 担当：図書館職員 

◎10日，17日 担当：ほしのぎんかさん  

◎24日 担当：火曜の会さん 

場所：図書館１階おはなしのへや 
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木曜おはなし会  

 

11月8日(火) 

午後4時～4時半 

担当：図書館職員 

夕方おはなし会は、来られたお子様の年齢に合わ

せて手遊びや絵本を楽しみます♪ 

夕方おはなし会 

米子市文化財団施設紹介パネル展示 

11月1日(火)～8日(火)午前まで 

「夏休みチャレンジ自分で作ろう米飯朝ごはん」 

作品展示 

11月1日(火)～20日(日)午後3時まで 

加茂川まつり写真コンテスト入賞作品展 

11月9日(水)～20日(日) 

ポリテクセンター紹介 

11月23日(水)～29日(火) 

出版記念講演会＆地域づく

り活動交流会 

◎日時：平成28年11月27日(日)午後1時30分～4時30分    ◎場所：米子市立図書館 2階研修室 

◎講演会：「とっとりは美味しい～食をヒントに〈まちづくり〉を～」  

講師：後藤繁榮さん(NHKアナウンサー「きょうの料理」「ラジオ深夜便」) 

◎参加無料   ※詳しくは館内チラシ・ポスターをご覧ください。 

◎主催・問合先：とっとり県民活動活性化センター 電話0858-24-6460 ﾌｧｸｼﾐﾘ0854-24-6470 

 11月5日(土)・6日(日)、図書館まつりを開催します。今年は、5日(土)に米子市文化財団のフェス

ティバルも同時開催します。どうぞお誘い合わせの上、お越しください。 

図書館まつり 
 日時：平成28年11月5日(土)・6日(日) 

 場所：米子市立図書館 

 

◎おはなし会(1階おはなしのへや) 

5日(土)10：40～ほしのぎんかさん 

    13：30～ほうき民話の会さん 

6日(日)10：40～火曜の会さん 

     14：00～読みメンによるおはなし会 

 

◎本の市〈ﾐﾆ〉(2階多目的研修室) 

両日(5日・6日)10：00～  

※お持ち帰り冊数：ひとり10冊まで 

◎ワークショップ(2階多目的スペース) 

両日(5日・6日)10：00～12：00 

        13：00～15：00 

※材料はこちらで準備します。 

 

◎おもしろ科学教室(2階研修室3・4) 

6日(日)10：00～12：00 

 

 

米子市文化財団フェスティバル 
日時：平成28年11月5日(土)13：00～15：00 

場所：米子市立図書館 

 

米子市文化財団は、米子市内の文化施設の指定管理を

受託しています。図書館まつりの一環として、各施設

の特色を活かしたイベントを行います。 

 

美術館前ステージ(観覧無料) 

公会堂・文化ホール・さなめホールによる３館合同イ

ベントFeelスペシャルステージ 

1４：00～淀江さんこ節1４：２０～ゴスペル 

14：４０～ダンスパフォーマンス 

 

図書館前屋外イベント(無料・参加申込不要) 

児童文化センター・埋蔵文化財センター・美術館によ

る体験企画、屋台コーナーもあります♪ 

 

 

図書館内イベント 

山陰歴史館・図書館による屋内体験企画 

法勝寺電車のぺ－パークラフトを作ろう！などなど♬ 



米子市立図書館だよりH28.11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。 

☆10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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米子市立図書館×まいぷれ 

◎日時：10月23日(日)午前10：00～11：00(雨天の場合は9：30までにまいぷれＷＥＢ上でお知らせ) 

◎集合場所：米子市立図書館 

◎内容：図書館周辺のゴミ拾いをします。 

◎持ってくるもの：ゴミ袋・軍手・まいポが貯まるカード(まいポカード・ご当地WAONカード) 

◎要参加申込：米子市立図書館0859-22-2612   ☆参加者にはマイポ１００ｐｔプレゼント！☆ 

※詳しくは、館内チラシをご覧ください。 

日 月 火 水 木 金 土

1☒ 2☒ 3☒
おはなし会
　　10：40～

4× 5×
図書館まつり
10：00～18：00
米子市文化財団フェス
ティバル
13：00～15：00

６×
図書館まつり
10：00～18：00
起業・経営なんでも相談

会/起業・事業融資相談

会

13：00～17：00

7休館日 8
夕方おはなし会
16：00～16：30

9
いきいき長寿音読
教室10：30～11：
30
こころの相談会
14：00～16：00

10
おはなし会
　　　10：40～

11◆ 12×
サイエンスアカデミーin米

子10：30～正午

伯耆文化研究会

13：30～15：30

つつじ読書会

14：00～16：30

13×
こどものための論語教室

10：30～11：30

楽しく漢文に学ぶ会

13：30～15：30

末宗辰彦さん講座

13：30～16：30

14休館日 15
よなご若者サポート
ステーション出張相
談
13：00～17：00

16 17
おはなし会
　　　10：40～

18▲
ビジネス情報相談会
13：00～15：00

19

20■ 21休館日 22
特許無料相談会
13：00～16：00

23 24▲
おはなし会
　　　10：40～

25◆ 26☆サイエンスアカデ

ミーin米子10：30～正午

ポリテクものづくり

13：00～16：00

古文書研究会

13：30-15：00

27▲
『鳥取県まるごと読本』

出版記念イベント　講演

会

13：30～16：30

28休館日 29▲ 30休館日
月末資料整理日

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。 

休館日は研修室を終日ご利用頂けません。 

×・・・終日不可(4日/図書館まつり古本市準備  5日・6日/図書館まつり古本市 

             12日/サイエンス・アカデミー，伯耆文化研究会 13日/末宗さん講座) 

▲・・・午後不可(18日・24日/研修会 27日/講演会 29日/研修会) 

◆・・・16時以降不可(11日・25日/サイエンス・アカデミー会場準備) 

■・・・研修室②のみ午後不可(20日/ビブリオバトル) 

☒・・・②のみ1日不可(図書館まつり準備) 

☆・・・研修室①のみ終日不可。②は午後開放(26日/サイエンス・アカデミー) 


