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米子市立図書館だよりH30.4月号 

よなぽん 
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★読書の木★  

   1階児童コーナー 

おすすめの本をはっぱに書

いてね！かならずおへんじ

も書きますよ♪ 

 ♪お楽しみ福袋♪ 1階児童コーナー 

 どんな本がはいっているのかお楽しみ！ 

 ★なくなり次第終了します。 

30  

★子どもに贈る本展示★ 

1階児童コーナー 

永年親しまれてきた児童書を展

示・貸出します。 

 

展示期間：4月21日～5月30日まで 

 

ビジネス支援 相談会 



 
　
        4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

 
　
           4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

　
　
                4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

　
　
          4月17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

　
　　　　4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

　

　　　4月7日(土)午後2時～４時
　　　　『ギリシア人の物語 Ⅲ』
　　　　　　塩野　七生著

　

　　　　　4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

　

　　　4月11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　定員20名
★来月は5月9日(水)開催、初心者から参加可能。4月
12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)

4月８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)

4月14日(土)午前10時30分～正午
  「植物育成に有効な太陽光の成分を増やす

             農業用蛍光シート」
講師：工学研究科教授　大観　光徳さん

　
　　　4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。

ビジネス支援 相談会 

4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 

米子市立図書館だよりH30.4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 

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 



　　　　　4月14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

　　　　4月11日(水)午後2時～4時
      場所：米子市立図書館2階ボランティア室
　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

　　　　　　　　　4月15日（日）午前10時30分～12時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　　場所：米子市立図書館1階対面朗読室①②
借金・離婚・相続・労働問題などさまざまな法的トラブルについて、弁護士が対応します。お１人様３０分。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事前予約制です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　予約先：法テラス鳥取
　　　　　　　　　　　　　電話050-3383-5495【平日午前9時～午後5時】

♬

4  

こころの相談会 

米子市立図書館だよりH30.4月号 
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☆2階ギャラリー展示 
2  

場所：図書館１階おはなしのへや 

行政書士無料相談会 

4月★各種相談会 

「法テラスの日」記念 無料法律相談会 
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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 

 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H30.4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。 

 

☆3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

4  

ﾕｰｻﾞｰﾈｰﾑはすべて

yonapon８ です。 

祝「図書館で夢を実現しました大賞」優秀賞受賞！！ 

 3月13日（火）、倉吉交流プラザで「第３回 

図書館で夢を実現しました大賞」の表彰式と記念

講演会が開催されました。 

 「図書館で夢を実現しました大賞」は、県内の

図書館を活用して起業・商品開発・経営改善等に

成功した事例におくられます。この大賞で優秀賞

を受賞された斎藤茂雄さんは、長い間米子市立図

書館で“エゴマの栽培”“エゴマ油の商品・販

売”について情報収集をしアイディアを出しなが

ら実現されました。米子市立図書館では、資料提

供だけでなく論文のお取り寄せや相談会・セミ

ナー等でサポートしてきました。現在も新商品の

開発やレシピの紹介等さらなる展開を意欲的に進

めています。 

 米子市立図書館では、さまざまなビジネス支援

サービスをしています。資料・情報提供や相談会

などもございますので、お気軽にご相談ください。 

受賞者のサクセスストーリー

をマンガでみることができま

す！ 

詳しくは米子図書館ホーム

ページ「祝 図書館で夢を実現

しました大賞 優秀賞受賞!!!」

からご覧いただけます 

斉藤さんのエゴマの商品 

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

2×
休館日

3 4 5
おはなし会

6 7
つつじ読書会

8 9×
休館日

10
夕方おはなし会

11
いきいき長寿
音読教室
こころの相談会

12◆
おはなし会

13◆ 14
ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ
行政書士無料相談
会

15
法テラスの日記念無
料法律相談会

16×
休館日

17
よなご若者サポー
トステーション出
張相談

18 19
おはなし会

20
ビジネス情報相
談会

21
おはなしかご

22
こどもの読書週間行
事おはなし会とワー
クショップ

23×
休館日

24
特許無料相談

25 26
おはなし会

27★ 28×
古文書研究会
ミュシャ展コレク
タートーク

29×
月末休館日

30×
休館日

多目的研修室予定
×終日不可(休館日　28日/ﾐｭｼｬ展ｺﾚｸﾀｰﾄｰｸ)
◆研修室①のみ午後不可(12日・13日/研修会)
★16時以降不可(27日/ﾐｭｼｬ展準備)
　


