
 10月8日(月)～17日(水)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。この期間に約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 
 Ｈ30年10月 329号 

米子市立図書館だよりH30.10月号 

よなぽん 

-1- 

 平成30年度子ども読書推進事業として足立茂美さんによる読み聞かせについての講演会を開

催します。保護者の方や読書ボランティア、幼稚園・保育園関係者などどなたでもご参加してい

ただけます。読み聞かせに興味のある方はぜひ聞きに来てください。入場無料、申込必要です。 

 

◎日時 10月21日(日) 午後1時30分～3時30分    

◎場所 米子市立図書館 2階多目的研修室          

◎講演 ｢読み聞かせについてあれこれ～私が大事にしてきたこと～｣ 講師：足立 茂美さん 

◎申込方法 足立茂美さん講演会の申込用紙にご記入の上、図書館カウンターへ提出してくださ 

      い。電話、ファクシミリでも受けつけています。 

◎問合先 米子市立図書館  電話0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

◎その他 託児サービス(無料)があります。対象は1歳～未就学前のお子様です。先着3名まで。 

     申込み締切は10月7日(日)までです。お申込された方は詳細を後日ご連絡いたします。 

 

蔵書点検による休館日のお知らせ 8日(月)～17日（水)  

足立茂美さん講座のご案内  

オレンジネットワークとっとりリレー講演会のご案内 

～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。 

 「図書館を活用した『オレンジネットワーク 鳥取モデル』推進事業」として今年度は認知症

の人や高齢者にやさしい地域づくりのために、医師、認知症当事者、「認知症の人と家族の

会」代表者の講演会等を県内3カ所の図書館で開催しています。3回目は米子市立図書館を会場

に下記の内容となっています。入場無料、申込不要です。2階の市民ギャラリーで講演会の関連

展示もおこないます。あわせてご覧ください。 

 

◎日時 10月6日(土) 午後1時～3時    

◎場所 米子市立図書館 2階多目的研修室          

◎講演 ｢あなたの地域を認知症フレンドリーコミュニティーへ～認知症の人にやさしいまちづくり～｣ 

                講師：吉野 立さん（認知症の人と家族の会鳥取県支部代表）       

◎問合先 鳥取県立図書館  電話0857-26-8155 ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-22-2996 

                eメール toshokan@pref.tottori.lg.jp   

ビジネス支援 相談会 



10月は特別資料整理期間のためお休みします 

    

★次回は11月14日(水)開催します 

 

初心者から参加可能。11月はすでに定員に達

したためキャンセル待ちの申込のみ受付中で

す。電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口にて受付しています。

定員25名まで。 
13日(土)は特別資料整理期間のためありません  

 

10月27日(土)午前10時30分～正午 

「アルタイ山脈に生息する 

ユキヒョウの生態解明と保全」 

 

講師：乾燥地研センター プロジェクト研究員 

杉本 太郎さん 

10月6日(土)午後2時～４時 

『西洋美術史』 

木村 泰司著 ダイヤモンド社 

10月19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23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23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7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 

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 

-2- 

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H30.10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 

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 

10月7日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人 

対象：大人     

10月7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27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 

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。 

労働セミナー 10月4日(木)午後2時～3時30分 

「社会保険の実務-活用編-」講師：安田 岳歩さん 

 予約先：みなくる米子 

 電話0859-31-8785 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034 

10月★各種相談会 



10月19日(金)～
11月2日(金)

最終日は午後4時

　　「平成30年度鳥取短期大学生活学科
住居・デザイン専攻学生　製作作品発表展」

主催：鳥取短期大学生活学科

展示ギャラリー
市民ギャラリー

10月2日(火)～
7日(日)

オレンジネットワークとっとりリレー講演会関連図書展示

「元気の秘訣を教えます!!健康長寿コーナー」
「広げよう!認知症の人と高齢者にやさしい地域づくりを!!」

主催：米子市立図書館

市民ギャラリー

～10月6日(土)
最終日は午後4時

　　「労働の法律やルールに関するパネル展」
主催：鳥取県労働者福祉協議会

展示ギャラリー

木曜おはなし会 
毎週木曜日 午前10時40分～11時30分    

 

                                               

◎4日,18日  担当：ほしのぎんかさん  

11日はお休みします 

 

◎25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 
10月は特別資料整理期間のためお休みします 

★次回は11月13日(火)開催します 

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 

    10月3日(水)午後1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 

ストーリテリング(語り)の会 
    10月20日(土)午後4時～4時30分 

      担当：おはなしかごさん 

 

★子どもさんから大人の方まで楽しめます 

  10月20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 

講演会の参加も     

お待ちしています！ 
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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 

 ☆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H30.10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。 

 

☆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10月行事・自習室カレンダー 

 9月8日(土)、伯耆文化研究会9月例会が開催され60名の参加がありました。

今回は鳥取県立博物館の出前講座で学芸員のお二人に“江戸時代西伯耆の黄

檗(おうばく)寺院”についての発表をしていただきました。 

 福代宏さんは「西伯耆地方の神社に伝わる棟札からわかること」について

お話されました。中世にかかれた神社棟札が江戸時代にどのように変遷して

いったのか資料の画像を提示しながら分かりやすく説明してくださいました。 

 大嶋陽一さんは「伯耆地方(鳥取県西部)の黄檗寺院」について、了春寺をは

じめとする黄檗寺院について解説されました。西伯耆地方の黄檗寺院は、池

田家・荒尾家の帰依によって広まったと考えられ、とても興味深いお話を聞

かせていただきました。米子市立図書館ホームページにも詳細がのっている

ので、ご覧ください。 
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伯耆文化研究会9月例会 報告 

 

日 月 火 水 木 金 土

1×
休館日

2 3
こころの相談会

4▲
おはなし会
(ほしのぎんか)

労働ｾﾐﾅｰ

5 6×
つつじ読書会
ｵﾚﾝｼﾞﾈｯﾄﾜｰｸとっと
りﾘﾚｰ講演会

7
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

8× 9× 10× 11× 12× 13×

14× 15× 16× 17× 18■
おはなし会
(ほしのぎんか)

19
ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報相
談会

20▲
行政書士無料相談会

ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ
(おはなしかご)

21▲
子ども読書活動推進事
業足立茂美さん講座

22×
休館日

23
よなご若者ｻﾎﾟｰﾄｽ
ﾃｰｼｮﾝ出張相談会
特許相談会

24× 25×
おはなし会
(火曜の会)

26▲ 27▲
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会

28△ 29×
休館日

30 31×
月末休館日

多目的研修室予定
×終日不可(休館日 6日/ｵﾚﾝｼﾞﾈｯﾄﾜｰｸとっとりﾘﾚｰ講演会 8日～17日/特別資料整理期間 24日･25日/研修会)
▲研修室①②午後不可(4日/労働ｾﾐﾅｰ 21日/足立茂美さん講座 20日･26日･27日/研修会)■研修室①のみ午後
不可(18日/研修会)△研修室①②午前不可(28日/研修会)

～11月3日(土)4日(日)は図書館まつりを開催します～

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


