
 上記の10日間は、米子市立図書館条例に基づく特別資料整理期間（蔵書点検）のため、図書館は休

館となります。この期間に30万冊の所蔵資料の点検を行い、紛失資料の確認や、大規模な資料整理を

行います。 

 長期の休館となり、皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。 

米子市立図書館 だより 
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よなぽん 
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4日(土)・5日(日)終日開催 

●お一人10冊程度まで 

●読まなくなった本の持込みも受

付ております。※DVD・全集・

マンガのご寄贈は受付けておりま

 「小泉八雲の世界から～地域資源としての作家と文学～」と題して、

山陰ゆかりの作家、小泉八雲の文学世界を、地域資源としての観点から

小泉凡さんに講演していただきます。定員100名(先着順)、参加無料、

予約不要となっております。詳しい案内は、米子市立図書館ホームペー

ジ、又は館内チラシをご覧ください。 

 ご参加お待ちしています。 

 

☆日時：10月21日(土)午後1時30分～3時 

☆会場：米子市立図書館 2階多目的研修室 

☆講師：小泉凡さん(島根県立大学短期大学部教授・小泉八雲記念館館

★蔵書点検のため休館します★期間：10月9日(月)～18日(水)まで 

☆小泉凡さん講演会開催します☆ 

☆図書館まつりのお知らせ☆ 

～休館中のご利用について～ 

●本の返却とインターネットからの図書予約がご利用頂けます。 

●本の返却は、図書館玄関横の返却ポストをご利用ください。 

●米子市役所駐車場をご利用の際は、米子市役所総合窓口、宿直室、美術館で駐車券の処理を行います。 

古本市 おはなし会 

ワークショップ 
おもしろ科学教室 

11月4日(土)・5日(日)午前10時～午後6時 

4日(土)①午前10時30分②午前11時30分

③午後1時30分 5日(日)④午後1時30分 

協力：ほしのぎんかさん、火曜の会さん、

ほうき民話の会さん 

4日(土)・5日(日) 

◎午前10時～12時 ②午後2時～4時 

●しかけ絵本、とびだす物語おもちゃ、

ペーパーバッグをつくります♬予約不要で

す。 

5日(日)午前10時～12時 

●米子幼稚園園長・辻田先生による楽しい

科学工作のワークショップです。予約不要

です。 



 
　
             10月1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

 

　　　　10月1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

　
 　　        10月19日（木）午後1時30分～3時
　　　　　       予約先：みなくる米子
                        電話0859-31-8175
　　　　　　　  ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034

　
 　　         10月20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

　　　　10月24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

　
　
　　　10月24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

　　　10月7日(土)午後2時～４時
　　　　　『日本文学史序説（下）』
　　　　　　　加藤周一著

　

　　　　　10月1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

　

　11月8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
★10月はお休みです。11月の予約は、9月14日(木)
から申し込みを開始しています。(電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口
にて受付)

10月1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)

　　　　　10月28日(土)午後1時30分～３時
　 古文書入門「多比能実知久佐」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。

　
　　　　　　10月28日(土)
　　　　午前10時30分～12時

　　　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。

10月21日(土)午前10時30分～正午
「地盤が決める地震の揺れ」

講師：鳥取大学大学院工学研究科教授　香川敬生さん

※ライブ中継でお送りします。

ビジネス支援 相談会・ｾﾐﾅｰ 

10月★図書館例会 

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 

米子市立図書館だよりH29.10月号 

会場：すべて２階研修室 

参加者大募集！初心者の方大歓迎♪ 

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子 

ビジネス支援相談会は、すべての相談に申込が必要です。 

労働セミナー 

特許無料相談会 

未来をひらく鳥取学 



　　 　 10月21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

　　　　10月4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

　　　　　　　
　毎週木曜日　午前10時40分～11時30分
◎5日，19日　担当：ほしのぎんかさん
◎26日　担当：火曜の会さん

　★0才のお子様からご参加頂けます♬

　
　　　　　　　
　
　　

　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　10月21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。

「公文書館巡回展
鳥取大地震・西部地震・中部地震

ー被災から復興への記録ー」
主催：鳥取県立公文書館
期間：～10月8日(日)

最終日は正午まで

「ディサービスセンターひこな
作品展」

主催：ディサービスセンターひこな

期間：～10月5日(木)
最終日は正午まで

「加茂川まつり写真展」

主催：加茂川まつり実行委員会
期間：10月19日(木)～11月3日(金)

「拉致問題啓発パネル展」

主催：米子市人権政策課

期間：10月19日(木)～27日(金)

10月おはなし会♪ 

こころの相談会 
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☆2階ギャラリー展示 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 

10月★各種相談会 
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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H29.10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。 

 

☆9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。 

 

☆10月1日(日)より、

Twitterで当日の研修室

開放状況をお知らせし

ます。どうぞご利用く

ださい。 

アカウントURL 

htts://www.twitter.com/y

onaponn/ 

ユーザーネーム 

@yonaponn 

  ☆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 

米子市立図書館10月行事・自習室カレンダー 

 〈米子市文化財団〉のフェスティバルが開催されます。児童文化センターで、市内の文化

施設があらゆるイベントを行い、図書館は10時～12時まで、工作ワークショップを開きま

す。ぜひお越しください。 

★日時：11月3日(金)午前10時～午後3時 

 ★場所：児童文化センター(米子市西町133) 

☆財団フェスティバルのお知らせ☆ 

★公式Facebook・Twitter・Instagram始めます！ 
 10月1日(日)より、米子市立図書館の公式Facebook、Twitter、Instagramのアカウントを開設します。図書

館の様々なニュースを、より便利に、より早く多くの方にお届けできるようになりました。ホームページのご利用

とともに、今後ともよろしくお願いいたします。  

 

 

アカウントＵＲＬ 

htts://www.facebook.com/

yonapon8 

イベントを中心に、図書館

からの情報を随時お伝えし

ていきます。皆さまからの

「いいね！」をお待ちしてい

ます。 

アカウントURL 

htts://www.twitter.com/y

onapon8 

≪研修室開放状況専用ア

カウント≫です。図書館2

階研修室の開放状況につ

いてのみ情報発信します。 

アカウントURL 

htts://www.instagram.co

m/yonapon8 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやFacebook

ページとは異なるアプ

ローチで情報発信してい

きます。ぜひこちらも併せ

てご覧ください。 

ユーザーネームは＠yonapon8です！よろしくね！ 

日 月 火 水 木 金 土

1▲
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

文化講演会

2×
休館日

3 4
こころの相談会

5
おはなし会

6△ 7
つつじ読書会

8 9× 10× 11× 12× 13× 14×

15× 16× 17× 18× 19▲
おはなし会
労働セミナー

20◆
ビジネス情報相談会

21×
おはなしかご
行政書士相談会無料相
談会
小泉凡さん講演会
未来をひらく鳥取学

22 23×
休館日

24△
よなご若者サポートス
テーション出張相談/
特許無料相談

25 26
おはなし会

27 28△
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会

29 30×
休館日

31×
月末資料整理日

多目的研修室予定
×終日不可（９～18日/蔵書点検　21日/小泉凡さん講演会）
▲午後不可（1日/文化講演会　19日/労働ｾﾐﾅｰ)
△午前不可（６日､24日/研修会　28日/ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ）
◆研修室①のみ午後不可(20日/研修会)
　

特別資料整理期間(蔵書点検)休館

特別資料整理期間(蔵書点検)休館


