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 米子高専・米子市立図書館連携講演会を開催します。今回の講演会は、

平成22年に開催した米子市立図書館２０周年記念シンポジウムの続編

にあたるものです。３人の講師の方に、米子市の貴重な文化資料「鹿島

家和歌資料」についてお話していただきます。入場無料・申込不要です。

皆さまのお越しをお待ちしています。 

 
           ◎日時：2月11日(日)午後1時30分～3時30分終了予定 

           ◎場所：米子市立図書館２階多目的研修室 

     ◎講師：原豊二さん(ノートルダム清心女子大学准教授) 

        渡邊健さん(米子高専教養教育科准教授) 

        辻本桜介さん(米子高専教養教育科助教授) 

           ◎問合先：米子市立図書館 電話0859-22-2612 

                       ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

 

 鳥取県ミュージアム・ネットワーク連携事業として、県内4カ所の施

設が連携し、史料を解読しながら、中世、近世、近代それぞれの歴史を

学ぶ講座を開催します。米子市立図書館会場では、米子市立山陰歴史館

館長・國田俊雄さんが講師となり、「『中村記』を読む」を開催します。 

 

 ◎日時：平成30年2月17日(土)・2月24日(土)・3月3日(土) 

     午後1時30分～3時 

   ◎場所：米子市立図書館2階研修室① 

 ◎申込先：米子市立山陰歴史館 電話0859-22-7161 

 ◎定員：各回50名 

  

「よなごの宝８８探宝会第７３回講演会」が米子市立図書館多目的研修室で開催されま

す。「鳥取大学医学部の歩み～『医療の町米子』を創った下田光造～」と題し、前鳥取

大学学長、能勢隆之さんが鳥大医学部の黎明期について語られます。申込不要、参加費

として300円をお持ちください。多くのご参加をお待ちしています。 

 

◎日時：平成30年2月18日(日)午後1時30分～ 

◎会場：米子市立図書館２階多目的研修室 

◎参加費：300円 事前申込不要 

◎主催・問合先：よなごの宝88選実行委員会事務局 

        電話0859-23-5438(文化課内) 

 

「嘉永六年十一月十日鹿島家歌合」山陰歴史館蔵 



　　　2月3日(土)午後2時～４時
　　　『日本文学史序説』下　11章
　　　　　　　加藤周一著

　

　　　　　2月4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

　

　　　2月14日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　※要事前申込・初心者から参加可能
　　　　 　 問合先：米子市立図書館
★来月は3月14日(水)開催、初心者から参加可能。2
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)

2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)

　
　2月23日(金)午後1時30分～３時

　 　　職場のトラブルと対処法～労働相談の現場から～
講師：みなくる　労働雇用相談員

　　　　　　労使ネットとっとり　事務局職員
　
　2月24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

 
　

　

 ◎「地域住民と一緒に考えて開発したため池の防災・減災システム」

　　午前10時30分～正午
　　2月10日(土)

　　　　　講師：農学部准教授　清水　克之さん
   ◎「強みを煎じて、多様性を味方にする解決志向のアプローチ」

　　　午前10時30分～正午
　　　2月24日(土)

　　　　　講師：医学部講師　井上　和興さん
  ☆予約不要です。ご自由にご参加ください。

☆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。

 
　
        2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

 
　
           2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

　
　
                2月16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

　
 　　2月11日（日）午前10時～午後3時
　　　予約先：鳥取県農業農村担い手育成機構
　　   　　　電話0859-31-9644
　　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-35-0198

　
　　　　2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

　
　　　　2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
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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 

米子市立図書館だよりH30.2月号 

会場：すべて２階研修室 

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子 

起業・経営なんでも相談会 

ビジネス情報相談会 

特許無料相談会 

起業・事業融資相談会 

よなご若者サポートステーション出張相談会 

就農相談会 

労働セミナー 

会場：すべて２階研修室 ※要申込 



　　 　 2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

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。★来月は3月11日(日)に米子市文化ホールで
おこないます。
　　　　　問合先：鳥取県行政書士会事務局
　　　　　　電話0857-24-2744

　　　　2月14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

♬
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こころの相談会 

米子市立図書館だよりH30.2月号 
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2  2  

場所：図書館１階おはなしのへや 

行政書士無料相談会 

2  
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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 

 ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/  所在地〒683-0822米子市中町8番地  

米子市立図書館だよりH30.2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。 

 

☆1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。 

 

☆Twitterで当日の研修室開

放状況をお知らせしていま

す。どうぞご利用ください。 

アカウントURL 

htts://www.twitter.com

/yonapon8/ 

ユーザーネーム 

@yonapon8 
   

☆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

2  

リーディングトラッカーをおいています！ 

ﾕｰｻﾞｰﾈｰﾑはすべて

yonapon８ です。 

 リーディングトラッカーをご存じですか？リーディングトラッ

カーは、読みたい行に集中して読めるように、両隣の行の文字を隠

して読み進めるものです。赤・青・黄色など何色か色を選べます。

館内でだけ使用して頂けます。１階のカウンターにおいていますの

で、ご希望の方はお気軽に職員まで声をかけてください。 

ぜんぶで７色あります！ 

このような感じで

使います 

伯耆文化研究会１月例会を開催しました 
 1月13日（土）午後、米子市立図書館2階研修室で、今年初めての伯耆文化研究会例

会を開催し、50名が参加しました。 

 最初の発表は、最近『たたかう木地師たち』を書かれた石原洋三さんのお話でした。

岡山より来館された石原さんは、智頭町に渓流釣りに出かけた際に出会った小さなお

墓との出会いが、この研究の契機となったこと、また、「氏子駈帳」という木地師独

特の史料から、多くの情報を知る事ができることなどを解説されました。 

 次に、当館主査・大野秀による「詩人・則武三雄（かずお）について」の発表があ

りました。平成22年1月～3月、当館で行った「特別展示・則武三雄」の時の解説冊子

の情報に、則武がソウルで過ごしていた時期に関わる、新たに発見された資料などを

映写しながら、詩人・則武の足跡について解説しました。 

 

            

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
つつじ読書会

4
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

5×
休館日

6 7 8▲
おはなし会

9 10◆
ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ
行政書士
無料相談会

11▲
高専連携
講演会
就農相談会

12×
休館日

13
夕方
おはなし会

14
いきいき長寿音読
教室
こころの相談会

15×
おはなし会

16▲
ビジネス情報相
談会

17◆
おはなしかご

18▲
よなごの宝
講演会

19×
休館日

20
よなご若者サポート
ステーション出張相
談

21 22◆
おはなし会

23
労働セミナー

24◆
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会

25◆ 26×
休館日

27
特許相談会

28×
月末資料
整理休館

多目的研修室予定
×終日不可(休館日と15日/研修会)
▲午後不可(８日・16日/研修会　11日/高専連携講演会　18日/よなごの宝講演会)
◆研修室①のみ午後不可(10日/よなごｱｶﾃﾞﾐｰ　17日/歴史講座　22日/研修会
　　　　　　　　　　　 24日/歴史講座　25日/よなごｱｶﾃﾞﾐｰ)
　


