
　

　　　　　　平成29年4月23日(日)場所：1階おはなしのへや・２階研修室
　　　　　　★午前の部10時40分～正午　　　　　　　★午後の部2時～4時
　　　　　　対象：0才～年長くらいのお子さん　　　　　　対象：小学生

　　　　　　　ワークショップ：午前・午後ともにおはなし会終了後に開催します。
　　　　　　　　　　　◎ストローおもちゃ「パクパクくん」をつくろう！
　　　　　　　　　　　◎えほんづくり
　　　　　　　　　　　◎せかいにひとつ！しおりづくり

4月1日(土)～5月30日(火)
図書館がおすすめする児童書を展示します。

場所：１階児童展示コーナー

　　　　　　4月1日(土)～5月30日(火)
　あなたのおすすめの本を葉っぱに書いて、教えてくださ
い。図書館職員が返事を書き、掲示します。
　　　　　　　　場所：１階児童フロア

4月22日(土)～なくなり次第終了
袋の中身は、借りてからのお楽しみ♫

場所：１階児童フロア

　　　　　　4月22日(土)～5月30日(火)
　図書館のかべにはってある物語の登場人物の名前をあて
てね！　全問正解者にはプレゼントがあります！
　　　　　　　　場所：１階児童フロア

米子市立図書館だよりH29.4月号 -1- 

よなぽん 

 4月23日（日）は「子ども読書の日」です。米子市立図書館では、様々なイベント

や展示を開催します。お誘いあわせの上、ぜひお越しください。 

          「家族が語る山下清」 

日時：平成29年4月29日(土)午後2時～3時30分 

   場所：米子市立図書館多目的研修室 
  

 山下清さんの甥にあたる山下浩さんを講師に迎え、家族だけが知

る山下清さんの素顔についてお話しいただきます。 

※山下清展の観覧券が必要です(半券可) 
観覧券は図書館1階カウンターでも購入できます。 

定員：100名(申込不要・先着順) 
主催：米子市美術館 

電話0859-34-2424  

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-33-0679 



　　　　4月21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

　
　
　　　4月25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

 

　
 
　　◎4月8日(土)午前10時30分～正午
「交通渋滞の数理モデル化について」
　　講師：工学研究科助教　西遼佑さん
　
　　◎4月22日(土)午前10時30分～正午
　「ビッグデータを用いたデータサイエンスと
　　　　　　　　　　　　　　　　とっとりの活性化」
　　講師：工学研究科教授　石井晃さん
 
 

　

　　　4月12日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　　　　　※要事前申込
　　　　 　 問合先：米子市立図書館
★来月は５月10日(水)開催。5月分の申込は4月13日
(木)から開始します。(電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口にて受付)

☆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。

　
　　　4月22日(土)午後1時30分～３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。

　　　4月1日(土)午後2時～４時
　　　　　『ギリシア人の物語Ⅱ』
　　　　　　　塩野七生著

　

　　　　　4月2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

  　   　4月12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

4月2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)

 
　　　　　4月2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

 

　　　　4月2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

　
　　　　　4月18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
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場所：図書館2階研修室 

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) 

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 

米子市立図書館だよりH29.4月号 



　　　　　　　木曜おはなし会
　毎週木曜日　午前10時40分～11時30分
　
◎6日，13日，20日　担当：ほしのぎんかさん
◎27日　担当：火曜の会さん
　★0才のお子様からご参加頂けます♬

　　　　　　　　夕方おはなし会
　　　4月11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♫

おはなしかご
4月15日(土)10時30分～

　ストーリーテリング(語り)の楽しいおはなし会
です。子どもさんから大人の方までお楽しみ頂け

ます。

子ども読書の日　おはなし会＆ワークショップ
４月２３日(日)

①午前１０時４０分～②午後２時～
☆詳しくは今号１ページをご覧ください。

鳥取県出版文化賞～40年の歩み展
4月1日(土)～9日(日)
主催：新日本海新聞社

デイサービスひこな利用者の作品展示
　　　　4月12日(水)～26日(水)
　　　　主催：医療法人デイサービス

児童養護施設の子ども達の創作作品の展示
4月28日(金)～5月7日(日)

※最終日は午後4時まで
主催：つながるＳＫＫ４８
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場所：図書館2階フロア 

場所：図書館１階おはなしのへや 

 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) 

『不調・病気知らずの体をつくるおくすりごはん』 

 梅崎和子著 2017.2家の光協会 
 薬に頼らず、体の自然治癒力を引き出す食べ物を、体調・症状ごとに分かりや

すく解説しています。台所は、まさに家の救急箱。食べ物の持つパワーと先人の

知恵に圧倒されます。 



 ☆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  

米子市立図書館だよりH29.4月号 -4- 

☆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。 

☆3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。 

行事・催し等の時間や内容は、今号だよりの1～3ページを

ご覧ください。 

 

×終日不可(29日/山下清展記念講演会) 

日 月 火 水 木 金 土

1
つつじ読書会

2
◎こども論語教室

◎楽しく漢文に学ぶ

会

◎起業・経営なんで

も相談会／起業・事

業融資相談会

3
休館日

4 5 6
おはなし会

7 8
鳥取大学
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ

9 10
休館日

11
夕方おはなし会

12
◎こころの相談会
◎いきいき長寿音読
教室

13
おはなし会

14 15
おはなしかご

16 17
休館日

18
よなご若者サポー

トステーション出

張相談

19 20
おはなし会

21
ビジネス情報
相談会

22
◎鳥取大学
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
◎古文書研究会

23
子ども読書の日
おはなし会

24
休館日

25
特許無料相談

26 27
おはなし会

28 29×
山下清展記念講
演会

30
月末休館日

  3月11日(土)午後、米子市立図書館2階多目的研修室において、伯耆文化

研究会3月例会が開催されました。 

 最初の報告は、山陰歴史館学芸員・山本恭子さんの「山陰歴史館所蔵 西田

税(みつぎ)資料紹介」でした。歴史館には、先ごろ亡くなられた杉本良巳先

生蒐集の西田資料が常設展示してありますが、山本さんは西田の生涯を紹介

しながら、資料の概要について説明されました。 

 続いて、米子市文化課の濱野浩美さんは、古絵図や発掘調査の報告を踏ま

えながら、米子城の石垣の特質、とりわけ`登り石垣について解説されまし

た。 

 伯耆文化研究会は、現在会員募集中です。例会は、会員外の方でも参加で

きます(会員外は資料代有料)。次回は5月開催予定です。郷土の歴史や文化

について、一緒に勉強してみませんか?多くの方のご参加をお待ちしていま

す。 


