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朗読コンサート「おかあさん だぁ～いすき」 
 毎年5月、母の日によせて米子市朗読ボランティア「火曜の会」さんが第３２回朗読コン

サートを開催されます。絵本の読み聞かせや人形劇、今年はパンダクイズ等盛りだくさんの

内容です。参加申込不要、入場無料です。ぜひご参加ください！！ 

 
◎日時 5月12日(土) 1時30分～３時   

◎場所 米子市立図書館 ２階研修室 

◎主催 米子市朗読ボランティア「火曜の会」    ◎後援 米子市教育委員会 

◎問合先 米子市朗読ボランティア「火曜の会」 TEL＆FAX0859-29-7190 

 この度、米子市立図書館長を務めさせていただくことになりまし

た菅原朗です。 

今日に至りますまで大変多くの方々に図書館を利用していただき感

謝申し上げます。 

 これからも、一層、資料の充実を図りながら、市民の皆さまが利

用しやすく親しまれる図書館となるよう取り組んでまいりますので、

どうぞよろしくお願い致します。 

 平成２9年度の利用統計ができました。 

個人貸出冊数  654，178冊    

年間来館者数  310，400人 

  

 リニューアルオープン以降、毎年利用者数、

貸出冊数ともに増加しています。 

 今後も利用者の皆さまに愛される図書館を

目指して職員一同努めていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

新館長の挨拶 

平成２9年度の利用統計です 

伯耆文化研究会記念講演・総会 
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 今年度、最初の伯耆文化研究会は下記の内容で開催いたします。たくさんの方の参加をお

待ちしています。なお、会員の方は講演会終了後に総会を行います。引き続きご参加くださ

い。参加申込不要、資料代２００円必要（会員の方は無料）です。 

 
◎日時 5月1３日(日) 1時30分～３時    

◎場所 米子市立図書館 ２階研修室 

◎記念講演会 「山陰地域の近現代史研究の課題」 

               講師：板垣 貴志さん（島根大学法文学部准教授）  

ビジネス支援 相談会 



5月5日(土)午後2時～４時 

『ギリシア人の物語Ⅲ』 

塩野 七生著 

5月18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 

5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 

5月20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 

5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 

5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 

ビジネス支援 相談会 

5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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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H30.5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 

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 

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 

5月6日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人 

対象：大人     

5月13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) 

5月9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25名 

 

★来月は6月13日(水)開催、初心者から参加

可能。5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) 

5月26日(土)午後1時30分～３時 

 古文書入門「多比能実知久佐」 

 講師：中 宏さん 

5月12日(土)午前10時30分～正午        

「鳥取における民間医療を歴史的に考える」                 

講師：地域学部教授 岸本 覚さん 

 

5月26日(土)午前10時30分～正午 

「毒をもって毒を制す～ウイルスでがんを治せるか～」 

講師：医学系研究科准教授 中村 貴史さん 

 

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。 

相談会会場は２階第３研修室でおこないます。

どなたでもお気軽にご相談ください。 

 

5月★各種相談会 



　　　　   木曜おはなし会
　毎週木曜日　午前10時40分～11時30分
◎3日               担当：図書館職員
◎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♬

　
　　　　　　夕方おはなし会
　
　　　　5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たおはなし会をおこ
ないます♪

　
　　　　　　　おはなしかご
　　　　　　5月19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。

　～５月６日(日)
最終日は

午後４時まで

「エシカル・アート展～児童養護施設
光徳子供学園子供達の作品展～」

主催：つながるSKK４８
市民ギャラリー

５月８日(火)～
５月18日(金)

最終日は
午後３時まで

「平成30年度消費者月間
『ともに歩こう　豊かな消費社会～誰一人取り残さない～』」

主催：生活年金課
市民ギャラリー

5月19日(土)～
5月27日(日)

最終日は
午後４時まで

「日韓合同写真展～こころの風景」
同時開催「韓国江原道紹介～写真で旅する江原道」

主催：米子写交会

市民ギャラリー
展示ギャラリー

  5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 

                          

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 

5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 

5月★各種相談会 

    5月9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 

 

苦しいこと、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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 ☆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H30.5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。 

 

☆4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

米子市立図書館5月行事・自習室カレンダー 

☆こども読書の日まつりをおこないました☆ 

 ４月２２日（日）にこども読書の日ま

つりをおこないました！ 

 おはなし会やワークショップなどたく

さんの親子づれの参加があり、にぎやか

な一日になりました。 

５月も引き続き、クイズラリーや読書の

木、こどもに贈る本の展示等をおこなっ

ています。ぜひ参加しみてください。 

 米子市美術館で開催中の「ミュシャ展」の関連展示を図書館の１階

カウンター前でおこなっています。６月３日（日）まで展示していま

すので「ミュシャ展」とあわせてお楽しみください。 
 

“ミュシャ展”関連本を展示しています 

ワークショップでおもちゃやし

おり、絵本を作りました 

ほかにも楽しいイベ

ントがありました 

おはなし会の様子 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
おはなし会

4 5
つつじ読書会

6
漢文を楽しむ会
起業・経営なんでも相談
会/起業事業融資相談会

7×
休館日

8
夕方おはなし会

9
いきいき長寿音
読教室
こころの相談会

10
おはなし会

11× 12×
サイエンスアカデ
ミー/行政書士無
料相談会/火曜の
会朗読コンサート

13▲
こども論語教室
伯耆文化研究会

14×
休館日

15
よなご若者サ
ポートステー
ション出張相談
会

16 17
おはなし会

18
ビジネス情報相
談会

19
おはなしかご

20
就農相談会

21×
休館日

22▲
特許無料相談会

23▲ 24
おはなし会

25 26
サイエンスアカ
デミー
古文書研究会

27 28×
休館日

29 30 31×
月末資料整理
休館日

多目的研修室予定
×終日不可(休館日　11日/火曜の会朗読コンサートリハーサル 12日/火曜の会朗読コンサート)
▲研修室①②午後不可(13日/伯耆文化研究会　22日・23日/研修会)

　


