
「米子・境港ゆかりの歌人たち」講演会の報告 
 2月11日(土)、図書館２階研修室において米子高専連携講演会

「米子・境港ゆかりの歌人たち 幕末維新期を中心に」が開催さ

れました。講師は米子高専准教授･渡邊健氏で、門脇重綾、飯田年

平、小谷古蔭などについて、神職から国学へ至った共通項、神道

によって新たな国家作りを構想していた時代背景などについて、

解りやすく語っていただきました。 

 会場には図書館所蔵資料の他、渡邉先生が持参された短冊帖

『心之華』など、貴重な資料が並びました。渡邉先生、大雪の中

ご来場頂きました皆様、ありがとうございました。 

米子市立図書館だよりH29.3月号 -1- 

よなぽん 

伯耆文化研究会3月例会 
3月11日(土)午後1時30分～3時30分 

 

   ◎「山陰歴史館所蔵 西田税資料紹介」 

       発表者：山本恭子さん 

   ◎「米子城の登り石垣」 

       発表者：濱野浩美さん 

★申込不要・会員外の方は資料代(200円)有。 

 

第3回米子まちづくり交流会 
3月12日(日)午後1時～4時 

「空き家」や「町家」の利活用等について語

り合います。 

主催：よなごの宝88選実行委員会等 

電話090-4898-2595(川越さん) 

★申込不要・参加無料 

 

ＪＰＡ写真セミナー 

「美しい四季と共に」 
3月19日(日)午後2時～3時30分 

 

講師：芳賀健二さん 

主催：日本写真作家協会 

電話090-3179-4476(福島さん) 

★申込不要・参加無料 

よなごアカデミー 

「心の健康について 第２弾」 

３月５日(日)午後１時３０分～３時 

「米子の城下町について」 

3月25日(土)午後1時30分～3時 

主催・申込先：生涯学習課  

電話0859-23-5444 

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-23-5414 

★要申込(先着６０名)・資料代有。 

行政書士の日記念 

★セミナー「相続について学んでみましょう」★ 
              ◎日時：３月１８日(土)午後1時30分～3時 

              ◎場所：米子市立図書館２階研修室 

              ◎持ち物：筆記用具 

              電話要予約／無料 申込期限：3月10日(水) 
            問合先：行政書士会事務局 電話0857-24-2744 

                  主催：鳥取県行政書士会 
セミナー後、 

無料相談会開催！ 



 

　
 
　　◎3月11日(土)午前10時30分～正午
「身近な生活での意思決定に役立つ確率・統計の基本」
　　講師：工学研究科助教　井上真二さん
　
　　◎3月25日(土)午前10時30分～正午
　「数学の力で地域社会を考える～地理情報システムやゲーム理
論を使って～」
　　講師：工学研究科教授　福山敬さん
 
 

　

　　　3月8日(水)午前10時30分～11時30分
※要事前申込(3月の音読教室は定員に達しました。
　　キャンセルがあれば予約可能。)
　　　　 　 問合先：米子市立図書館

☆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。

　
　　　3月25日(土)午後1時30分～4時
　　  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。

　　　3月4日(土)午後2時～４時
　　　　　『夜を乗り越える』
　　　　　　　又吉直樹著

　

　　　　　3月5日(日) 午後1時30分～３時30分
　　　   　『論語新釈』宇野哲人著　対象：大人

  　   　3月8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

3月5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)

 
　　　　　3月5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

 

　　　　3月5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

　
　　　　　3月21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

　　　　3月17日（金）午後1時～3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

　
　
　　　3月28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

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 

こころの相談会 

楽しく漢文に学ぶ会 

新規ご参加大歓迎！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 

鳥取大学サイエンス・アカデミー 

(ライブ中継) 



　　　　　　　木曜おはなし会
　毎週木曜日　午前10時40分～11時30分
　
◎2日，9日，16日　担当：ほしのぎんかさん
◎23日　担当：火曜の会さん
◎30日　担当：図書館職員
　★0才のお子様からご参加頂けます♬

　　　　　　　　夕方おはなし会
　　　3月14日(火)　午後4時～4時半
　　　　　　　担当：図書館職員

★当日来られたお子様の年齢に合わせておはなし会
をします♡楽しい歌や手遊びも！保育園や幼稚園、
学校の帰り道にどうぞお立ち寄りください♫

淀江の魅力発見！フォトコン写真展
主催：淀江支所

2月25日(土)～3月7日(火)

アトリエ展

主催：鳥取大学医学部美術部
アトリエ自由ノート

3月9日(木)～12日(日)

　　　　　　　　もったいないばあさんのワールドレポート展
　　　　　　　　　　　　　主催：鳥取県ユニセフ協会
　世界中で起こる気候変動、戦争、貧困など、それに巻き込まれている世界の子どもたちの話が、
私たちの暮らしとどのようにつながっているかをお伝えします。絵本でおなじみ、もったいないば
あさんといっしょに考えていきましょう。
　

　　　　　　　　　　　　　　　3月7日(火)～３月12日(日)
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場所：図書館１階おはなしのへや 

場所：図書館2階フロア 

 米子市立図書館の2階フロアにある

市民ギャラリー(48㎡)、展示ギャラ

リー(34㎡)の多目的スペースは、無

料で作品展などにご利用頂けます。

詳しくは米子市立図書館までお問合

せください。 

(←写真は市民ギャラリー) 

『日本十二支考 文化の時空を生きる』 

             濱田陽著 中央公論新社2017.1 

 スマホもテレビもない時代、古来日本人にとって、ねずみは最新

の情報をいち早く教えてくれるありがたい存在でした。かつて神様

として大事にされ、人間と共に生きてきた十二支たち。個性豊かな

動物たちが愛おしく、自分の干支に想いを馳せて、わくわくしなが

ら読み進めてしまいます。十二支が時空を超えて、私たちに失われ

た文化を教えてくれます。 



 ☆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 電話 0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 eメール jimu5000@yonago-toshokan.jp 

 ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/  所在地 米子市中町8番地  
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☆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。 

☆2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。 

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。 

▲午後不可(11日/伯耆文化研究会 18日/相続セミナー 

19日/写真セミナー) 

■研修室①のみ午後不可(５日・２５日/米子アカデミー) 

×終日不可(12日/まちづくり交流会) 

日 月 火 水 木 金 土

1 2
おはなし会

3 4
つつじ読書会

5■
◎こども論語教室

◎楽しく漢文に学ぶ

会

◎よなごｱｶﾃﾞﾐｰ

◎起業・経営なんで

も相談会／起業・事

業融資相談会

6
休館日

7 8
◎こころの相談会

◎いきいき長寿音

読教室

9
おはなし会

10 11▲
◎鳥取大学サイエン
スアカデミー
◎伯耆文化研究会３
月例会

12×
第３回まちづくり
交流会

13
休館日

14
夕方おはなし会

15 16
おはなし会

17
ビジネス情報
相談会

18▲
セミナー「相続につ
いて学んでみましょ
う」

19▲
ＪＰＡ写真セミ
ナー

20
休館日

21

よなご若者サポー

トステーション出

張相談

22 23
おはなし会

24 25■
◎鳥取大学サイエン
スアカデミー
◎古文書研究会
◎よなごアカデミー

26 27
休館日

28
特許無料相談

29 30
おはなし会

31
月末休館日

 米子市立図書館1階児童書フロアで、3月1日より「シッポの友達文庫」コーナーを開設します。米

子市で動物の愛護活動に取り組む原田さんのプロジェクトで、県内外の有志の皆さんから、164冊の

犬や猫にまつわる本が寄せられました。本を読んで、多くの方々に動物の命を大事に思う心を育んでほ

しい、という原田さんの活動に米子市立図書館も賛同し、この度のコーナー開設となりました。たくさ

んのご利用をお待ちしています。 


