よなぽん

「子どもの本の編集者・作家として～子どもの本の過去・現在・未来
～」として、『冒険者たち』や新刊『河童のユウタの冒険』の作者で
ある斎藤惇夫氏の講演会が米子市立図書館で開催されます。ぜひ足を
お運びください。(申し込みが必要です。)
◎年7月9日(日)10：30～12：30
◎会場：米子市立図書館２階研修室
◎定員100名 入場無料
◎申込方法：だくちる事務局へ電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ
◎受付期間６月３０日(金)まで、定員になり次第締め切り。
◎主催：おはなしグループだくちる(伊藤忠財団助成金事業)
◎後援：米子市教育委員会
◎問合先：0859-34-2016(だくちる事務局)

5月20日(土)、米子市立図書館で「伯耆文化研究会総会・
記念講演会」が開催され、51名の方が参加されました。ま
ず最初に米子高専准教授の金澤雄記さんから、米子城の天
守閣概論として、その歴史的背景、簡単な用語説明、望楼
型から層塔型への変化が時代の流れをあらわしているとい
うお話がありました。次に、米子高専名誉教授和田嘉宥さ
んからは、松江城を中心に、絵図面や文書を通じて推察で
きる、松江城の変容についてのお話がありました。千鳥城
という名の云われの推論など、非常に興味深い内容でした。
天守閣建築の専門家によるリレー講演となった今回は、
お城ブームの中にあって、時宜を得た好企画となりました。
伯耆文化研究会は、次回は7月開催予定です。会員も随時
募集中です。会員外の方でもご参加頂けます。郷土の歴史
や民俗に興味のある方は、ぜひお越しください(^^)

2017年4月より、米子市立図書館では「官報情報検索サービス」を
はじめました。これまで冊子体の官報をご利用頂いておりましたが、
今後はさらにインターネットでの検索も可能となります。昭和22年5
月から直近までの官報の内容を、日付やキーワードを指定して検索す
ることができます。
また、この他にも当館では「国立国会図書館デジタルコレクショ
ン」、「日本海新聞記事検索サービス」(2000年以降の記事が検索可
能)、市場情報評価ナビMieNaなど、データベースによる情報検索サー
ビスをご利用頂けます。ご利用を希望される方は、図書館カウンター
までお気軽にお問合せください。
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ビジネス支援相談会は、すべての相談に申込が必要です。
起業・経営なんでも相談会

起業・事業融資相談会

6月4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

6月4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

ビジネス情報相談会
6月16日（金）午後1時～３時

よなご若者サポートステーション出張相談会

予約先：米子市立図書館
電話0859-22-2612
ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

6月20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

労働セミナー

特許無料相談会

◎6月13日(火)午後１時30分～3時
「労働条件通知保の見方と注意するポイント」
◎6月22日(木)午後１時30分～3時
「労務管理上の多様な問題とその対応」
※事前予約が必要です。問合先：みなくる米子
電話0859-31-8785 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034

6月27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
会場：すべて２階研修室

楽しく漢文に学ぶ会

つつじ読書会

6月4日(日) 午後1時30分～３時30分
6月3日(土)午後2時～４時
『論語新釈』宇野哲人著 対象：大人
『のんのんばあとオレ』
水木しげる著
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
6月14日(水)午前10時30分～11時30分開催
※要事前申込
問合先：米子市立図書館
★来月は7月12日(水)開催で、指導者対象の教室にな
ります。6月15日(木)から予約申し込みを開始しま
す。(電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口にて受付)

6月4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)

古文書研究会
6月24日(土)午後1時30分～３時

☆つつじ読書会、楽しく漢文に学ぶ会、こどもの
古文書入門『多比能実知久佐』
ための論語教室、古文書研究会、いきいき長寿音
(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
読教室のお問合せは、
国巡礼旅日記)を読む
米子市立図書館
講師：中 宏さん
電話0859-22-2612
初めてのかた大歓迎！
ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637
どなたでもお気軽にご参加ください。
までお願いします。

鳥取大学サイエンスアカデミー

伯耆書院展講演会

「コンピュータ・サイエンス」シリーズ
午前10時30分～正午
6月10日(土) 工学研究科教授 横田孝義さん
6月24日(土) 工学研究科准教授 西山正志さん
主催：鳥取大学・鳥取県立図書館
問合先：0857-31-6777
入場無料・どなたでもご参加いただけます。
-2-

6月11日(日)午後1時30分～3時
演題：「大山と文学」
講師：竹内道夫さん(文芸史家)
主催：伯耆書院
定員：100名(定員になり次第締切ます)
入場無料
米子市立図書館だよりH29.6月号

こころの相談会

行政書士無料相談会

6月14日(水)午後2時～4時

6月10日(土)午前10時～午後2時
場所：米子市立図書館1階対面朗読室①②

場所：図書館2階研修室④
くるしいこと、つらいこと、産業カウンセラー
に話してみませんか？
※要事前申込
相続・遺言・成年後見・交通事故・外国籍の方の在留
予約先：ライフサポートセンターとっとり
(ビ ザ)・帰化など、行政書士が無料で相談に応じま
（平日午前9時30分～午後5時30分）
す。予約は不要です。
電話0120-82-5858
問合先：鳥取県行政書士会事務局
ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-32-5454
電話0857-24-2744

場所：図書館１階おはなしのへや

木曜おはなし会
毎週木曜日 午前10時40分～11時30分
◎1日，8日，15日 担当：ほしのぎんかさん
◎22日 担当：火曜の会さん
◎29日 担当：図書館司書
★0才のお子様からご参加頂けます♬

おはなしかご
6月17日(土)10時30分～11時
担当：米子おはなしかごさん

夕方おはなし会
6月13日(火) 午後4時～4時30分
担当：図書館司書
★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♫

★ストーリーテリング(語り)のドキドキワクワク
のおはなし会です。子どもさんから大人の方まで
お楽しみいただけます。

5月13日（土）、米子市朗読ボランティア「火曜の
会」さんによる第３１回朗読コンサート「おかあさん
だぁ～いすき ～母の日によせて～」が開催され、132
人の小さなお子さんや大人の方が参加されました。今回
のコンサートも絵本シアターから人形劇、手話による読
み聞かせなど幅広い年代の方が楽しめるものでした。お
母さんと一緒に聞いている親子連れもたくさん参加され
て和やかな雰囲気の会となりました(*^_^*)

場所：図書館2階フロア
赤本和夫（水彩）、三島信行（パステルデ
ザイン画）喫茶ＫＯＫＯ教室作品展
主催：喫茶ＫＯＫＯ

主催：鳥取県西部総合事務所

期間：6月2日(金)～6月24日(土)

6月16日(金)～6月29日(木)

ハンセン病パネル展示
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★よなぽん
今月のオススメ本
☆図書館2階にある多目的研修室は、事業がない日のみ自習室として開放しています。
☆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。
☆5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。
☆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。
日
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おはなし会

多目的研修室予定
▲午後不可(11日/伯耆書院文学講座 16日/おはなし会講座
◆研修室①のみ午後不可(13日/労働ｾﾐﾅｰ 15日/研修会)
△午前不可(23日/市展表彰式)
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『河童のユウタの冒
険』上・下巻斎藤惇
夫著 福音館書店
2017.4
『ガンバの冒険』シ
リーズの著者、待望
の新刊です。長く読
み継がれるファンタ
ジーが新たに誕生し
ました。最初の数
ページでユウタとそ
の世界観に引きこま
れます。ハラハラド
キドキの冒険は目が
離せず、斎藤さんの
筆力に今回も圧倒さ
れます。雨の季節、
ユウタと共に冒険に
出かけてみません
か？来月は、読み聞
かせボランティアだ
くちるさん主催によ
る講演会で、なんと
米子市立図書館に斎
藤惇夫さんがご来館
されます！詳しいご
案内は今号1ページ
をどうぞ！

4月23日(土)、子ども読書まつりを米子市立図書館で開催しました。おはなし会、
工作ワークショップをはじめ、図書館福袋、どの本の主人公か当てるクイズラリー
「この子はだあれ？」、読書の木や子どもにおくる本の展示など、盛りだくさんの内
容で今年も大盛況となりました。途中、ヨネギーズたちも応援にかけつけ、子どもた
ちと楽しくふれ合いました。ご来場頂きました皆さま、ありがとうございました。来
年も、多くの方に楽しんでもらえる読書まつりを目指して、図書館スタッフ一同がん
ばります！
参加人数：午前おはなし会 72名
午後おはなし会63名
午前・午後ワークショップ136名

☆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
よなぽん
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