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             平成29年度米子市文化財団連携事業 

    「お仕事チャレンジ大作戦！」小学3年生～6年生対象・参加費無料 
米子市内にある文化施設で、様々なお仕事にチャレンジするイベントです。 

◎A.児童文化センターコース(会場：児童文化センター)8月4日(金)9：00-12：00       

◎B.舞台体験コース(会場：米子市文化ホール) 8月10日(木)9：00-12：00 

◎C.司書・学芸員コース(会場：米子市立図書館)8月18日(金)9：00-12：00  

 

◎申込み方法：往復はがきで申込。往信：①参加コース②参加者名(ふりがなも)③学年④学校名⑤連絡

先住所⑥電話番号 返信：申込者住所、氏名 

申込締切：7月10日(月)必着  詳しくは各施設備え付けのチラシ又は下記ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

申込先・問合先：米子市文化財団事務局内「お仕事チャレンジ大作戦」係 

〒683-0043米子市末広町293番地 電話0859-35-6411(火曜定休) 

         日時；7月8日(土)午後1時30分～3時30分 

         場所：米子市立図書館2階多目的研修室 

 演題：「古地図～江戸時代から明治時代の日本地図・道中図と山陰地方～」 

                 発表者：山道俊哉さん 

    「大山寺僧坊跡について」 発表者：西尾秀道さん 

        定員：100名(定員になり次第締切ます) 

        入場無料(会員外の方は資料代200円が必要です) 

 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、お気軽に近くにいる図書館司書

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。お待ちしています(*^_^*) 

 

 郷土のことを調べるときは、「ふるさと米子探

検隊」が便利！図書館が毎年発行する子ども

向け郷土資料で、現在１９号まで発行していま

す。図書館で自由に持って帰れるので、ぜひ夏

休みの自由研究にお役立てください！ 

わからないこ

とは、司書ス

タッフに聞い

てね！ 



　　　　「コンピュータ・サイエンス」シリーズ
　　　　　　　午前10時30分～正午
7月8日(土)　工学研究科助授　小山田雄仁さん
7月22日(土)　工学研究科准教授　清水忠昭さん
　　　　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。

　　　　7月8日(土)午後1時30分～3時
日程・演題の詳細は今号1ページをご覧ください。

　　　7月1日(土)午後2時～４時
　　　　　『日本文学史序説（上）』
　　　　　　　加藤周一著

　

　　　　　7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

　

　7月12日(水)午前10時30分～12時
　　　　　※指導者対象　※要事前申込
　　　　 　 問合先：米子市立図書館
★来月は8月9日(水)開催です。7月13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)

7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)

　　　7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

☆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。

 
　
             7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

 

　　　　7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

　
 　　         7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

　
          7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

　
　　　　　◎7月13日(木)午後１時30分～3時
「ほう・れん・そうで築く（気づく）職場のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」
 　　　　　講師：桑本玉枝さん（人材育成コンサルタント）
　　　　　※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

　
　
　　　7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

つつじ読書会 

古文書研究会 

楽しく漢文に学ぶ会 
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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 

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H29.7月号 

ビジネス支援相談会は、すべての相談に申込が必要です。 

会場：すべて２階研修室 

労働セミナー 

初めてのかた大歓迎！ 

鳥取大学サイエンスアカデミー 伯耆文化研究会例会 



陶素人の会作品発表会
主催：陶素人の会

　
　　　期間：6月29日(木)～7月5日(水)

　最終日は昼まで

「山陰地方の彩色絵葉書～皇太子殿下
山陰道行啓と山陰線開通～」

主催：山道俊哉さん

期間：7月25日(火)～8月20日(木)

　　 　 7月8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

相続・遺言・成年後見・交通事故・外国籍の方の在留
(ビ ザ)・帰化など、行政書士が無料で相談に応じま
す。予約は不要です。
　　　　　問合先：鳥取県行政書士会事務局
　　　　　　電話0857-24-2744

　　　　7月12日(水)午後2時～4時
                 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
　　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

　　　　　　　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
　　　7月11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♫

　
　　　　　　　　　　　おはなしかご
　
                     7月15日(土)10時30分～11時
　　　　　　担当：米子おはなしかごさん

★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。

こころの相談会 
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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 

行政書士無料相談会 

  6月１７日（土）、米子おはなしかごさん主催による「聴いてみよう！子どもに

語るストーリーテリング」が開催され、９０名の方が参加されました。語り手は

東京子ども図書館の加藤節子さんと内藤直子さんのお二人で６つのお話を語って

くださいました。ストーリーテリングは、絵本の読み聞かせと違い語り手の声だ

けに耳を傾け想像することによりお話の世界を感じるものです。日本や外国の昔

話が、お二人の心地良い語りで終始お話の世界にひきこまれてしまいました。参

加者からはたびたび笑いもこぼれ楽しいおはなし会となりました。 
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 ☆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 

米子市立図書館だよりH29.7月号 

☆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。 

☆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。      

☆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。印がない日は終日開放しています。 

よなぽん 

今月のよなぽん 

  おすすめ本 
『堆塵館』 

『穢れの町』  

エドワード・ケアリー／

著，古屋 美登里／訳(東

京創元社) 

 

 

  

 

 

 

 7 30 ( ) 31 ( )  

 29 ( )

 

  「出会いに導かれて」 
   講師：早原彰子さん 

   (図書館友の会・米子会員) 

 

日時：７月１日(土)午後2時～3時

半 

場所：米子市立図書館２階研修室  

自由参加・無料 

 

 ７月23日(日)、午後３時より米子市立図書館にて〈ぬいぐる

みおとまり会〉を開催します。 

 これは、日頃大切にしているぬいぐるみを図書館に持ってき

ていただき、一緒におはなし会を楽しんだ後、ぬいぐるみが夜

の図書館にお泊りをするというイベントです。 

 年齢無制限、先着２０名様、申込が必要です。 

 参加をご希望される方は、図書館１階カウンターに備え付け

の申込用紙にご記入いただくか、ﾌｧｸｼﾐﾘでお申込ください。申

込用紙は、米子市立図書館ホームページからも印刷できます。

ご参加お待ちしています!(^^)! 

 申込先：米子市立図書館１階カウンター  

 又はﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637まで 

日 月 火 水 木 金 土

1▲
つつじ読書会
図書館友の会講座
14：00～

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▲
行政書士無料相談
会
鳥取大学
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
伯耆文化研究会例
会

9×
斎藤惇夫氏講演会
10：30～12：30

10×
休館日

11
夕方おはなし会

12
いきいき長寿音読
教室
こころの相談会

13▲
おはなし会
労働ｾﾐﾅｰ

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
ぬいぐるみおと
まり会15：00

24×
休館日

25
特許無料相談

26 27
おはなし会

28 29※
がいな祭

30×
休館日
がいな祭

31×
月末休館日

▲午後不可(1日/図書館友の会文化教養講座　8日/伯耆文化研究会例会　13日/労働ｾﾐﾅｰ
　　　　　 6日・14日/研修会)
×終日不可(9日/講演会　毎週月曜・30日・31日)
※29日はがいな祭のため終日駐車場が使えません。学習室は開放。


