よなぽん

☆朗読コンサート「星はみている～原爆の日によせて～☆
今年で30回目となる、米子市朗読ボランティア「火曜の会」さんによる朗
読コンサートが開催されます。「星は見ている」「ピカの証言」、詩の朗読や
絵本など、盛りだくさんの内容となっております。入場無料となります。お誘
いあわせの上、ご参加ください。
◎日時：8月6日(日)13時30分～15時
◎場所：米子市立図書館2階多目的研修室
◎主催：米子市朗読ボランティア「火曜の会」さん
◎共催：米子市立図書館 ◎後援：米子市教育委員会
◎問合先：「火曜の会」代表 笹鹿さん 電話＆ﾌｧｸｼﾐﾘ 0859-29-7190

☆児童文学作家今西乃子さん講演会☆
８月、今西乃子さんの講演会が開催されます。
今西さんは児童文学作家として、数多くの動物ノンフィクションを出
版されています。図書館にも多数本があります。今回は、「捨て犬・未
来 命の授業」という題でお話をしていただきます。
あわせて、講演会主催の「おうちにかえろうスペシャル」さんの「小さ
な命の写真展」を8月6日(日)～30日(土)に開催します。現在「我が家の
ペット寝姿写真コーナー」の写真を募集しています。講演会、写真展、
いずれも入場無料、予約不要です。たくさんのご参加お待ちしています。
詳しいご案内は、図書館内設置のチラシ又はホームページをご覧くださ
い。
◎「今西乃子さん講演会」
日時：8月26日(土)13時開場，13時30分開演
場所：米子市立図書館2階多目的研修室
◎「小さな命の写真展」
日時：8月6日(日)～30日(土)
場所：米子市立図書館2階市民ギャラリー
◎ホームページ

☆新しいＣＤを購入しました！☆
お待たせしました。ＣＤコーナーに新しいＣＤが仲間入りしました。今年は４3タイトル
のドラマＣＤや、時代劇、落語、音楽ＣＤを揃えています。鳥取県出身のユニット「ロ
ケットくれよん」さんのＣＤをはじめ、宮部みゆき傑作選第３シリーズ、浅田次郎「壬生
義士伝」ほか、古典落語、創作落語もございます。たくさんのご利用をお待ちしていま
す！
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起業・経営なんでも相談会

起業・事業融資相談会

8月6日(日)午後１時～５時
8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

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

よなご若者サポートステーション出張相談会

ビジネス情報相談会
8月18日（金）午後1時～3時

8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

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

特許無料相談会
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

8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

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

8月6日(日) 午後1時30分～３時30分
8月5日(土)午後2時～４時
『論語新釈』宇野哲人著 対象：大人
『日本文学史序説（上）』
加藤周一著
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
8月9日(水)午前10時30分～12時
※要事前申込
問合先：米子市立図書館
★来月は9月13日(水)開催です。8月10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)

8月6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
８月26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
ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637
初めてのかた大歓迎！
までお願いします。
どなたでもお気軽にご参加ください。

鳥取大学サイエンスアカデミー

山道俊哉さんｷﾞｬﾗﾘｰトーク

「コンピュータ・サイエンス」シリーズ
8月19日(土)午後1時30分
午前10時30分～正午
「山陰地方の彩色絵葉書～皇太子殿下山陰道行啓と山
8月26日(土)
陰線開通～」展示ギャラリートーク
８月は１回のみ開催
絵葉書展示に合わせて、ギャラリートークを開催しま
主催：鳥取大学・鳥取県立図書館
す。展示の詳細は、今号3ページをご覧ください。
問合先：0857-31-6777
入場無料・どなたでもご参加いただけます。
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行政書士無料相談会

こころの相談会

8月12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

8月9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
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

夕方おはなし会

木曜おはなし会
毎週木曜日 午前10時40分～11時30分
◎3日，10日，17日 担当：ほしのぎんかさん
◎24日 担当：火曜の会さん
★0才のお子様からご参加頂けます♬

おはなしかご
8月19日(土)10時30分～11時
担当：米子おはなしかごさん

8月8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。

場所：図書館2階フロア

「 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～」

「小さな命の写真展 猫編」
主催：お家に帰ろうSPECIALS

主催：山道俊哉さん
期間：7月25日(火)～8月20日(木)

期間：8月6日(日)～8月30日(水)

最終日は正午まで
8月19日(日)午後1時30分～山道俊哉さんによ
るギャラリートーク開催します。

☆今月のおすすめ本☆ 『郎世寧全集』上・下

あわせて読みたい
傑作歴史小説！

今月のおすすめ本は、先月当館に入った美術本です。中清朝最盛期の乾隆帝に
宮廷画家として仕えたイタリア人宣教師カスティリオーネ(現地名・郎世寧(ろうせ
いねい))の美術画全集です。壮大で美しく、かつ綿密な絵の数々に魅入ってしまい
ます。彼の絵をより楽しみたい方には、当館所蔵の歴史小説『カスティリオーネ
の庭』(中野美代子著・文芸春秋 1997)もあわせてお読みいただくことをオスス
メします♬この貴重な美術全集はなんと貸出可能！…ですが両手に抱えるくらい
あり、ものすごーく重たいです(^_^;)ご希望があれば駐車場までスタッフがお運び
いたします！ぜひ一度ご覧になってください。
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ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会
今西乃子さん講演会

☆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。
☆7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。

31×
月末休館日

多目的研修室予定
▲午後不可(26日/今西乃子さん講演会)
☒研修室①のみ終日不可(19日/研修会)
×終日不可(５日/火曜の会コンサートリハーサル ６日/火曜の会コンサート)

☆伯耆文化研究会7月開催報告☆
7月8日(土)、米子市立図書館2階の多目的研修室で、伯耆文化研究会7月例会が
開催されました。
最初の発表者は山道俊哉さんでした。「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」として、庶民の目線に立って、江戸から明治にかけて
実際に活用されていたものの種類や、特に道中図など、山陰地方がどう描かれて
いるか、詳しく解説されました。恒例のフルート演奏も入り、楽しい発表となり
ました。
二人目は大山町教育委員会の西尾秀道さんの「大山寺僧坊跡について」でした。
西尾さんは、大山寺の歴史の概要をわかりやすく説明した後、主に古文書の調査
や新たな発掘調査によってわかった最新の情報を伝えてくださいました。寛文10
年(1670)の大山騒動によって11院もが廃寺とされたこと、中世末期から近世初
にかけて寺領が縮小された実態など、これまで知られなかった事実が明らかにさ
れ、意義ある報告となりました。

7月23日（日）に、ぬいぐるみおとま
り会をおこないました。おはなし会を聞
いた後、ぬいぐるみたちは夜の図書館で
遊んだり、いつもは入れない場所で冒険
したりしました。
図書館のホームページにぬいぐるみた
ちが楽しんでいる様子がのっているので
ぜひ見てみてください(*^_^*)

夜の図書館でいろんな所
を探検したよ☆

ぬいぐみと一緒におは
なし会をきいたよ♪

☆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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