
    

                                                    ＨＨＨＨ２０２０２０２０．．．．５５５５月月月月    

                                                        Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２０２０２０２０３３３３    

    

            鳥取県立図書館主催鳥取県立図書館主催鳥取県立図書館主催鳥取県立図書館主催        平成平成平成平成２０２０２０２０年度図書館業務専門講座年度図書館業務専門講座年度図書館業務専門講座年度図書館業務専門講座    

    ◎◎◎◎    日日日日    時時時時        平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年６６６６月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））    午後午後午後午後１１１１時時時時～～～～午後午後午後午後５５５５時時時時    

    ◎◎◎◎    場場場場    所所所所        米子市立図書館米子市立図書館米子市立図書館米子市立図書館    大会議室大会議室大会議室大会議室    

        ☆☆☆☆    行政説明行政説明行政説明行政説明：「：「：「：「これからのこれからのこれからのこれからの図書館像図書館像図書館像図書館像とととと図書館図書館図書館図書館政策政策政策政策のののの目指目指目指目指すものすものすものすもの」（」（」（」（仮題仮題仮題仮題））））    

                                    文部科学省生涯学習政策局社会教育課長文部科学省生涯学習政策局社会教育課長文部科学省生涯学習政策局社会教育課長文部科学省生涯学習政策局社会教育課長    平林正吉平林正吉平林正吉平林正吉    

    ☆☆☆☆    基調講演基調講演基調講演基調講演：「：「：「：「地域地域地域地域のののの情報拠点情報拠点情報拠点情報拠点としてのとしてのとしてのとしての公共図書館公共図書館公共図書館公共図書館」（」（」（」（仮題仮題仮題仮題））））    

                                    慶応義塾大学文学部教授慶応義塾大学文学部教授慶応義塾大学文学部教授慶応義塾大学文学部教授    糸賀雅児糸賀雅児糸賀雅児糸賀雅児    

        ☆☆☆☆    パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション    

                ・・・・パネリストパネリストパネリストパネリスト                文部科学省生涯学習政策局社会教育課長文部科学省生涯学習政策局社会教育課長文部科学省生涯学習政策局社会教育課長文部科学省生涯学習政策局社会教育課長    平林正吉平林正吉平林正吉平林正吉    

                                                        慶応義塾大学文学部教授慶応義塾大学文学部教授慶応義塾大学文学部教授慶応義塾大学文学部教授    糸賀雅児糸賀雅児糸賀雅児糸賀雅児    

                                                        湯梨浜町副町長湯梨浜町副町長湯梨浜町副町長湯梨浜町副町長    西尾浩一西尾浩一西尾浩一西尾浩一    

                                                        大山町教育委員会教育長大山町教育委員会教育長大山町教育委員会教育長大山町教育委員会教育長    山田山田山田山田    晋晋晋晋    

                ・・・・コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    鳥取県自治研修所長鳥取県自治研修所長鳥取県自治研修所長鳥取県自治研修所長    齋藤明彦齋藤明彦齋藤明彦齋藤明彦    

    

◎◎◎◎特許特許特許特許等無料等無料等無料等無料相談会相談会相談会相談会    ５５５５月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（水水水水））））午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分分分分～～～～４４４４時時時時３０３０３０３０分分分分    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

特許・実用新案・商標・意匠に関する出題、権利侵害、紛争その他、各種相談に専門家

が無料で応じます。個別相談ですので、安心してご相談ください。 

ご相談は予約制となっておりますので、下記連絡先へご予約ください。 

また、当日でも空きの時間帯が有れば受け付けます。 

◎◎◎◎特許情報相談会特許情報相談会特許情報相談会特許情報相談会    ５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（水水水水））））午前午前午前午前 10101010 時時時時 30303030 分分分分～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

    インターネットの特許電子図書館を使って、特許・実用新案・意匠・商標の調査アドバ

イスのほか、特許情報に関するもろもろの相談に応じます。（秘密厳守・無料） 

○○○○連絡先連絡先連絡先連絡先／／／／    （（（（社社社社））））発明協会鳥取県支部発明協会鳥取県支部発明協会鳥取県支部発明協会鳥取県支部        

TEL：0857-52-6728 FAX：0857-52-6673  Ｅ-mail:hatsu@toriton.or.jp 

予約状況等ホームページで http://www.toriton.or.jp/tokkyo/  



◎◎◎◎知的財産初級知的財産初級知的財産初級知的財産初級セミナーセミナーセミナーセミナー    ５５５５月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（日日日日））））    午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時    大会議室大会議室大会議室大会議室    

テーマテーマテーマテーマ『『『『知的財産知的財産知的財産知的財産はじめのはじめのはじめのはじめの一歩一歩一歩一歩    ～～～～特許特許特許特許からからからから著作権著作権著作権著作権までまでまでまで～』～』～』～』    

 講師講師講師講師：：：：弁理士弁理士弁理士弁理士    田田田田    辺辺辺辺    義義義義    博博博博    氏氏氏氏    

  “知的財産”をご存知ですか?例えば、アイデア商品には特許権、写真や音楽には著作 

  権など、身の周りはたくさんの知的財産で囲まれているのです。このセミナーでは、

「知的財産って何?」「どうやって活用するの?」などの疑問について、身近な事例を

使いながら、「楽しく、わかりやすく」説明します。知らないで損をしないためにも、

知的財産を知る「はじめの一歩」、踏み出してみませんか? 

○○○○おおおお申込申込申込申込みみみみ・・・・おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先／／／／    県商工労働部産業振興戦略総室県商工労働部産業振興戦略総室県商工労働部産業振興戦略総室県商工労働部産業振興戦略総室    産業開発産業開発産業開発産業開発チームチームチームチーム        

TＥＬ：0857-26-7244 FAX：0857-21-0609  

 Ｅ-mail:sangyoushinkou@pref.tottori.jp 

    

◎◎◎◎就農相談会就農相談会就農相談会就農相談会        ６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））    午前午前午前午前 10101010 時時時時～～～～午後午後午後午後３３３３時時時時    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

    ・県内で新たに農業を始めてみようと考えている方、農業に興味のある方を対象にし

ての就農相談会です。相談会では、就農までのステップや農業を始めるにあたって

のアドバイスも行っています。 

 ・相談は無料ですので、お気軽にお越しください。  

 ・一度に多数の来場者があった場合、お待ちいただくこともありますので、出来るだ

け事前のお申込みをお願いします。（下記への電話・ＦＡＸ・メール等） 

【【【【おおおお問合問合問合問合わせわせわせわせ先先先先・・・・相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口】】】】    

    （（（（財財財財））））鳥取県農業担鳥取県農業担鳥取県農業担鳥取県農業担いいいい手育成基金手育成基金手育成基金手育成基金（（（（担当担当担当担当：：：：吉田吉田吉田吉田））））    〔〔〔〔県農林水産部経営支援課内県農林水産部経営支援課内県農林水産部経営支援課内県農林水産部経営支援課内〕〕〕〕    

     電話 0857-26-7276 ＦＡＸ 0857-26-7294  

電子メール kikin@apionet.or.jp 

  ホームページアドレス http:www.apionet.or.jp/nogyo-kikin/ 

    

     

    

〔〔〔〔５５５５月月月月〕〕〕〕    

注意注意注意注意！！！！５５５５月月月月４４４４日日日日（（（（みどりのみどりのみどりのみどりの日日日日））））・・・・５５５５日日日日（（（（こどものこどものこどものこどもの日日日日））））はははは    休館日休館日休館日休館日    〔〔〔〔６６６６月月月月〕〕〕〕    

日 月 火 水 木 金 土 日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

                １１１１    ２２２２    ３３３３    １１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    

          おはなしおはなしおはなしおはなし          休館休館休館休館      おおおお話話話話 県立県立県立県立    読書読書読書読書    

４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    ８８８８    ９９９９    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    

休館日休館日休館日休館日    休館日休館日休館日休館日            おはなしおはなしおはなしおはなし        読書会読書会読書会読書会        休館休館休館休館      おおおお話話話話         

１１１１１１１１    １２１２１２１２    １３１３１３１３    １４１４１４１４    １５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    

    休館日休館日休館日休館日        特許特許特許特許    おはなしおはなしおはなしおはなし    おはなしおはなしおはなしおはなし 伯耆文化伯耆文化伯耆文化伯耆文化     休館休館休館休館      おおおお話話話話    おおおお話話話話        

１８１８１８１８    １９１９１９１９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    

子子子子どもどもどもども    休館日休館日休館日休館日    特許相談特許相談特許相談特許相談  おはなしおはなしおはなしおはなし        古文書古文書古文書古文書     休館休館休館休館    特情特情特情特情     おおおお話話話話     古文古文古文古文    

２５２５２５２５    ２６２６２６２６    ２７２７２７２７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０    ３１３１３１３１    29292929    30303030                        

知的知的知的知的    休館日休館日休館日休館日        特情特情特情特情    おはなしおはなしおはなしおはなし        休館日休館日休館日休館日    休館休館休館休館    休館休館休館休館            

※ 5/14 特許等無料相談会  5/25 知的財産初級セミナー 

 5/28 特許情報相談会 

 

※6/6 県立 「ディスカバー図書館inよなご」 

 6/24 特許情報相談会 

                                      ※※※※    金曜日午後金曜日午後金曜日午後金曜日午後8888 時時時時までまでまでまで延長延長延長延長    



 

 

 

区   分 利 用 内 容 等 利用の可否 

１０日 土曜日 つつじ読書会 午後使用不可 

１７日 土曜日 伯耆文化研究会５月例会 午後使用不可 

２４日 土曜日 古文書研究会 午後使用不可 

２５日 日曜日 知的財産初級セミナー 午後使用不可 

２７日 火曜日 市人権・同和教育推進協議会総会 終 日 不 可 

２９日 木曜日 市学校図書職員研修 午後使用不可 

備考 １ 大会議室の利用については、「図書館だより」の他、図書館入口の行事連絡

ボード、ホームページ等でご確認ください。    

２ 原則として、利用目的が終了し次第大会議室を開放します。 

※※※※    上記上記上記上記のののの使用不可使用不可使用不可使用不可のののの日日日日についてはについてはについてはについては、、、、２２２２階階階階のおどりのおどりのおどりのおどり場場場場をををを““““学習学習学習学習・・・・閲覧場所閲覧場所閲覧場所閲覧場所””””としてとしてとしてとして

使用使用使用使用できますできますできますできます。。。。（（（（１０１０１０１０席程度席程度席程度席程度ですがですがですがですが、、、、ごごごご自由自由自由自由にごにごにごにご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。）。）。）。）    

    

 

 

◎◎◎◎つつじつつじつつじつつじ読書会読書会読書会読書会５５５５月例会月例会月例会月例会   ５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～    大会議室大会議室大会議室大会議室    

・・・・テキストテキストテキストテキスト    『『『『米子米子米子米子のののの民話散歩民話散歩民話散歩民話散歩』』』』    〔〔〔〔川上廸彦川上廸彦川上廸彦川上廸彦    著著著著／／／／    今井出版今井出版今井出版今井出版／／／／刊刊刊刊〕〕〕〕    

５５５５月月月月のつつじのつつじのつつじのつつじ読書会読書会読書会読書会ではではではでは、、、、著者著者著者著者のののの川上先生川上先生川上先生川上先生をおをおをおをお招招招招きしきしきしきし、、、、当地当地当地当地のののの民話民話民話民話・・・・伝説伝説伝説伝説・・・・民俗行事等民俗行事等民俗行事等民俗行事等にににについておついておついておついてお話話話話をををを聴聴聴聴

きますきますきますきます。。。。またまたまたまた、「、「、「、「伯耆民話伯耆民話伯耆民話伯耆民話のののの会会会会」」」」のののの皆皆皆皆さまのごさまのごさまのごさまのご協力協力協力協力によりによりによりにより、、、、本本本本のののの中中中中でででで紹介紹介紹介紹介されたされたされたされた民話民話民話民話をををを実演実演実演実演していただくしていただくしていただくしていただく予予予予

定定定定ですですですです。。。。ごごごご自由自由自由自由にごにごにごにご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。（。（。（。（参加無料参加無料参加無料参加無料））））    

◎◎◎◎古文書研究会古文書研究会古文書研究会古文書研究会     ５５５５月月月月２２２２４４４４日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分分分分～～～～        大会議室大会議室大会議室大会議室    

    鷲見家短冊鷲見家短冊鷲見家短冊鷲見家短冊をををを読読読読むむむむ    『『『『庭庭庭庭のののの三十六景三十六景三十六景三十六景』』』』        

 講師講師講師講師：：：：    中中中中        宏宏宏宏    さんさんさんさん        テキストテキストテキストテキスト代代代代：：：：１００１００１００１００円円円円        

〔〔〔〔講師講師講師講師がががが福代福代福代福代    靖靖靖靖さんからさんからさんからさんから中中中中    宏宏宏宏さんにさんにさんにさんに変更変更変更変更となりましたとなりましたとなりましたとなりました。〕。〕。〕。〕    

誰誰誰誰でもでもでもでも自由自由自由自由にににに参加参加参加参加することができますすることができますすることができますすることができます。。。。テキストテキストテキストテキストはははは当日当日当日当日おおおお渡渡渡渡ししますししますししますしします。。。。初初初初めてのめてのめてのめての方方方方でもでもでもでも楽楽楽楽しくしくしくしく    

古文書古文書古文書古文書にふれることができますにふれることができますにふれることができますにふれることができます。。。。    

◎◎◎◎おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会   

※※※※木曜日木曜日木曜日木曜日のおはなしのおはなしのおはなしのおはなし会会会会（（（（協力協力協力協力：：：：ほしのぎんかほしのぎんかほしのぎんかほしのぎんか））））    

・・・・５５５５月月月月１１１１日日日日、、、、８８８８日日日日、、、、１１１１５５５５日日日日、、、、２２２２２２２２日日日日、、、、２９２９２９２９日日日日        午前午前午前午前 10101010 時時時時 40404040 分分分分からからからから        親子読書親子読書親子読書親子読書コーナーコーナーコーナーコーナー    

※※※※金曜日金曜日金曜日金曜日〔〔〔〔毎月第三毎月第三毎月第三毎月第三金曜金曜金曜金曜〕〕〕〕のおはなしのおはなしのおはなしのおはなし会会会会（（（（協力協力協力協力：：：：火曜火曜火曜火曜のののの会会会会））））    

・・・・５５５５月月月月１１１１６６６６日日日日    午前午前午前午前 10101010 時時時時 40404040 分分分分からからからから        親子読書親子読書親子読書親子読書コーナーコーナーコーナーコーナー    

☆ 絵本の読み聞かせ・紙芝居・わらべうた・パネルシアターなど、楽しいおはなし会です。 



 

  『『『『もったいないばあさんもったいないばあさんもったいないばあさんもったいないばあさん』』』』  真珠まりこ∥作・絵 

このごろは、ものが豊富にありすぎて大事にするとか大事に使

うとかという気持ちが、だんだんなくなっているような気がしま

す。たとえばティッシュペーパー。ものがこぼれればすぐにティ

ッシュ。汚れをふくのもすぐティッシュ。台ふきなり雑巾なりあ 

ると思うのに・・・。 

 食べものにしても、着るものにしてもすぐにポイ。世界でも飢餓

で苦しんでいる人がたくさんいるのに。大根だってまるまる一本

食べられる。葉っぱは小さく切っていためて、つくだ煮で食べられるし、上の方はおろしにして、

下の方は煮たり、サラダにしたりで使いきれる。 

 自分も思うだけで、なかなか実行できないけど・・・  こんな事を思うのは、やっぱり年を

とったんだなあ  と思うこのごろです。 

 

                

 
 

☆☆☆☆開館時間開館時間開館時間開館時間     午前１０時～午後６時 

    ６６６６月月月月～～～～９９９９月月月月のののの金曜日金曜日金曜日金曜日    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～午後午後午後午後８８８８時時時時までまでまでまで（（（（２２２２時間延長時間延長時間延長時間延長））））    

    

☆☆☆☆休館日休館日休館日休館日  月曜日  月末（資料整理） ５月４日 

 年末年始（12 月29 日～１月３日）特別資料整理期間 

☆☆☆☆    貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数 ひとり５冊まで   ・貸出期間貸出期間貸出期間貸出期間 ２週間

  米子市中町８番地 
                   ＴＥＬ ２２－２６１２   ＦＡＸ ２２－２６３７ 

  ホームページ http://www.yonago-toshokan.jp/ 

   米子市立図書館携帯サイト 

                 ホームページから本の検索・予約ができます。 

                      本についてのお問い合わせ（レファレンス） 

                      も受け付けています。 

                              

 


