
    

                                                    ＨＨＨＨ２０２０２０２０．．．．１０１０１０１０月月月月    

                                                        Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２０８２０８２０８２０８    

 

◆◆◆◆    １０１０１０１０月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（月月月月））））からからからから１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水））））までのまでのまでのまでの１０１０１０１０日間日間日間日間    
 米子市図書館条例米子市図書館条例米子市図書館条例米子市図書館条例にににに基基基基づくづくづくづく特別資料整理期間特別資料整理期間特別資料整理期間特別資料整理期間（（（（蔵書点検蔵書点検蔵書点検蔵書点検））））のためのためのためのため図書館図書館図書館図書館はははは休館休館休館休館しますしますしますします。。。。    

休館休館休館休館のののの間間間間、、、、所蔵資料所蔵資料所蔵資料所蔵資料のののの点検点検点検点検・・・・紛失資料紛失資料紛失資料紛失資料のののの有無有無有無有無、、、、資料資料資料資料のののの整理整理整理整理・・・・廃棄等開館時廃棄等開館時廃棄等開館時廃棄等開館時にできなにできなにできなにできな

いいいい作業作業作業作業をををを行行行行いますいますいますいます。。。。長期長期長期長期のののの休館休館休館休館でででで利用者利用者利用者利用者のののの皆様皆様皆様皆様にはごにはごにはごにはご迷惑迷惑迷惑迷惑をおかけしますがをおかけしますがをおかけしますがをおかけしますが、、、、ごごごご了承了承了承了承

くださいますようおくださいますようおくださいますようおくださいますようお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

またまたまたまた、、、、休館中休館中休館中休館中のののの図書図書図書図書のののの返却返却返却返却はははは、、、、玄関横玄関横玄関横玄関横のののの返却返却返却返却ポストポストポストポストをごをごをごを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。。。。    

 

◆◆◆◆    １１１１１１１１月月月月１１１１日日日日（（（（土土土土））））・・・・２２２２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６６６６時時時時    

            〔〔〔〔催催催催しししし物物物物によってによってによってによって時間時間時間時間がががが違違違違いますいますいますいます。。。。ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。〕。〕。〕。〕    

☆☆☆☆本本本本のののの市市市市    毎年恒例毎年恒例毎年恒例毎年恒例、、、、好評好評好評好評のののの本本本本のののの市市市市。。。。これまでこれまでこれまでこれまで図書館図書館図書館図書館にににに持持持持ちちちち寄寄寄寄られたられたられたられた本本本本やややや保存期間保存期間保存期間保存期間

のののの過過過過ぎたぎたぎたぎた雑誌等雑誌等雑誌等雑誌等のののの中中中中からからからから、、、、好好好好きなものをきなものをきなものをきなものを選選選選んでおんでおんでおんでお持持持持ちちちち帰帰帰帰りくださいりくださいりくださいりください。。。。探探探探していたしていたしていたしていた本本本本がががが

見見見見つかるかもしれませんつかるかもしれませんつかるかもしれませんつかるかもしれません。。。。またまたまたまた、、、、読読読読みみみみ終終終終えたえたえたえた本本本本がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら会場会場会場会場におにおにおにお持持持持ちくださいちくださいちくださいちください。。。。    

            【【【【無料無料無料無料    両日両日両日両日ともともともとも終日終日終日終日    ２２２２階階階階・・・・大会議室大会議室大会議室大会議室】】】】    

☆☆☆☆おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会    絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ・・・・紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居・・・・人形劇人形劇人形劇人形劇・・・・パネルシアターパネルシアターパネルシアターパネルシアターなどなどなどなど、、、、楽楽楽楽しいおはしいおはしいおはしいおは

なしなしなしなし会会会会ですですですです。。。。ごごごご家族家族家族家族でどうぞでどうぞでどうぞでどうぞ!!!!!!!!    

            ◎◎◎◎    １１１１日日日日（（（（土土土土））））        ★★★★午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時２２２２００００分分分分～～～～        絵本絵本絵本絵本のののの会会会会「「「「ほしのぎんかほしのぎんかほしのぎんかほしのぎんか」」」」    

            〃〃〃〃                        ★★★★午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時～～～～                        朗読朗読朗読朗読ボランティアボランティアボランティアボランティア「「「「火曜火曜火曜火曜のののの会会会会」」」」    

◎◎◎◎    ２２２２日日日日（（（（日日日日））））            午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時４０４０４０４０分分分分～～～～            図書館図書館図書館図書館職員職員職員職員    

【【【【１１１１階階階階・・・・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】】】】    

☆☆☆☆絵本絵本絵本絵本づくりづくりづくりづくり、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル・・・・ペーパーバッグペーパーバッグペーパーバッグペーパーバッグづくりづくりづくりづくり、、、、しおりづくりしおりづくりしおりづくりしおりづくり    
色色色色をぬってをぬってをぬってをぬって折折折折るだけのかんたんるだけのかんたんるだけのかんたんるだけのかんたん絵本絵本絵本絵本をををを作作作作ったりったりったりったり、、、、絵本絵本絵本絵本ののののカバーカバーカバーカバーをををを使使使使ってってってってバッグバッグバッグバッグやしおやしおやしおやしお

りをりをりをりを作作作作りますりますりますります。。。。なおなおなおなお、、、、材料材料材料材料はははは準備準備準備準備してありますのでしてありますのでしてありますのでしてありますので、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽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。。。。    

【【【【無料無料無料無料        両日両日両日両日ともともともとも午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時        ２２２２階階階階・・・・おどりおどりおどりおどり場場場場】】】】    

☆☆☆☆調調調調べるべるべるべる学習学習学習学習コンクールコンクールコンクールコンクール入賞作品展入賞作品展入賞作品展入賞作品展    
““““図書館図書館図書館図書館をををを使使使使ったったったった「「「「調調調調べるべるべるべる」」」」学習賞学習賞学習賞学習賞コンクールコンクールコンクールコンクール””””入賞作品展入賞作品展入賞作品展入賞作品展。。。。小小小小・・・・中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生のののの作品作品作品作品

だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、指導者賞指導者賞指導者賞指導者賞としてとしてとしてとして児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの調調調調べるべるべるべる学習学習学習学習をををを援助援助援助援助するするするする実践研究指導実践研究指導実践研究指導実践研究指導レポートレポートレポートレポート

もももも展示展示展示展示しますしますしますします。。。。                                    【【【【両日両日両日両日ともともともとも終日終日終日終日    ２２２２階階階階・・・・大会議室大会議室大会議室大会議室】】】】    



    

〔〔〔〔１０１０１０１０月月月月〕〕〕〕                                                                        〔〔〔〔１１１１１１１１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    ４４４４                         １１１１    

    おはなし  読書会       まつりまつりまつりまつり    

５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    

 休館日        知的財産    おはなし        古文書    まつりまつりまつりまつり    休館   お話  読書 

１２１２１２１２    １３１３１３１３    １４１４１４１４    １５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    ９９９９    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    

    特別資料整理特別資料整理特別資料整理特別資料整理（（（（休館休館休館休館））））    伯耆 休館   話・職 医大  

１９１９１９１９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    

特別資料整理特別資料整理特別資料整理特別資料整理（（（（休館休館休館休館））））    おはなし  環日本海  休館 特許  お話 お話 高専 

２６２６２６２６    ２７２７２７２７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０    ３１３１３１３１        23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    

郷 土 休館日 特許相談 知的財産 おはなし 休館日  

 

 休館 特情  お話  古文 

30 ※ 10/13～10/22 特別資料整理による休館 

※ 10/25 環日本海連続講座第１回 ※10/26 郷土文化講演会 

 

休館 

※ 11/１・２ 図書館まつり 

※ 11/14 医学図書館講演会 

 

    
区    分 利用内容等 利用の可否 

８日 水曜日 知的財産セミナー第３回（実務者向け） 午後使用不可 

１１日 土曜日 古文書研究会 午後使用不可 

２５日 土曜日 環日本海連続講座第１回 午後使用不可 

２６日 日曜日 県立図書館郷土文化講演会 午後使用不可 

２９日 水曜日 知的財産セミナー第５回（実務者向け） 午後使用不可 

３０日 木曜日 図書館まつり準備 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。 

 

 

 

◎◎◎◎つつじつつじつつじつつじ読書会読書会読書会読書会１０１０１０１０月例会月例会月例会月例会  １０１０１０１０月月月月４４４４日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

・・・・『『『『時時時時がががが滲滲滲滲むむむむ朝朝朝朝』』』』【【【【芥川賞受賞作芥川賞受賞作芥川賞受賞作芥川賞受賞作】】】】    〔〔〔〔楊楊楊楊
ヤン

    逸逸逸逸
イー

    著著著著／／／／    文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋／／／／刊刊刊刊〕〕〕〕    

※※※※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     １０１０１０１０月月月月１１１１１１１１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    

 『『『『大山寺学頭代智蔵院円慶文書大山寺学頭代智蔵院円慶文書大山寺学頭代智蔵院円慶文書大山寺学頭代智蔵院円慶文書』』』』 講師講師講師講師：：：：    南南南南    波波波波    睦睦睦睦    人人人人    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    

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  … 金曜日のおはなし会は特別資料整理のため中止です！ 

※※※※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））））    



・・・・１０１０１０１０月月月月２２２２日日日日、、、、９９９９日日日日、、、、２２２２３３３３日日日日、、、、３０３０３０３０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・パネルシアターなど、楽しいおはなし会です。 

★ お気軽にお越しください。 

    

◎ 知的財産知的財産知的財産知的財産セミナーセミナーセミナーセミナー（（（（実務者向実務者向実務者向実務者向けけけけ））））    …………    当館開催当館開催当館開催当館開催分分分分（（（（大会議室大会議室大会議室大会議室））））    

<<<<第第第第３３３３回回回回>>>>    『『『『ライセンスライセンスライセンスライセンスのののの極意極意極意極意－－－－契約契約契約契約でででで損損損損しないしないしないしない方法方法方法方法』』』』    

・・・・１０１０１０１０月月月月８８８８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～～～～午後午後午後午後５５５５時時時時        

<<<<第第第第５５５５回回回回>>>>    『『『『知財訴訟知財訴訟知財訴訟知財訴訟のののの極意極意極意極意－－－－もしもしもしもし警告状警告状警告状警告状がががが届届届届いたらいたらいたらいたら…………』』』』    

・・・・１０１０１０１０月月月月２９２９２９２９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～～～～午後午後午後午後５５５５時時時時    

◎◎◎◎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    １０１０１０１０月月月月２２２２８８８８日日日日（（（（火火火火））））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    

インターネットインターネットインターネットインターネットのののの特許電子図書館特許電子図書館特許電子図書館特許電子図書館をををを使使使使ってってってって、、、、特許特許特許特許・・・・実用新案実用新案実用新案実用新案・・・・意匠意匠意匠意匠・・・・商標商標商標商標のののの調査調査調査調査アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスのほかのほかのほかのほか、、、、

特許情報特許情報特許情報特許情報にににに関関関関するもろもろのするもろもろのするもろもろのするもろもろの相談相談相談相談にににに特許情報活用支援特許情報活用支援特許情報活用支援特許情報活用支援アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーがががが応応応応じますじますじますじます。。。。    

    

※※※※知的財産知的財産知的財産知的財産セミナーセミナーセミナーセミナーはははは参加申込参加申込参加申込参加申込をををを、、、、特許情報相談特許情報相談特許情報相談特許情報相談はごはごはごはご予約予約予約予約をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

   ○○○○おおおお問合問合問合問合せせせせ・・・・申込申込申込申込・・・・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        

TELTELTELTEL：：：：0857085708570857----52525252----6728672867286728    FAXFAXFAXFAX：：：：0857085708570857----52525252----6673667366736673        ＥＥＥＥ----mail:hatsu@toriton.or.jpmail:hatsu@toriton.or.jpmail:hatsu@toriton.or.jpmail:hatsu@toriton.or.jp    

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

    

    

～～～～表作成表作成表作成表作成・・・・表計算表計算表計算表計算はおまかせはおまかせはおまかせはおまかせ～～～～    家計簿家計簿家計簿家計簿やややや会計処理会計処理会計処理会計処理がががが能率能率能率能率アップアップアップアップ    

            ※※※※初心者初心者初心者初心者のののの方方方方をををを対象対象対象対象にににに、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすくエクエクエクエクセルセルセルセル 2003200320032003 のののの基礎基礎基礎基礎からからからから実践実践実践実践をををを説明説明説明説明しますしますしますします。。。。    

講師講師講師講師：：：：    井上井上井上井上    仁仁仁仁（（（（鳥取大学総合鳥取大学総合鳥取大学総合鳥取大学総合メディアメディアメディアメディア基盤基盤基盤基盤センターセンターセンターセンター准教授准教授准教授准教授））））    

日時日時日時日時：：：：    平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））    ９９９９：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：３０３０３０３０    

会場会場会場会場：：：：    鳥取大学医学部鳥取大学医学部鳥取大学医学部鳥取大学医学部    旧保健学科棟旧保健学科棟旧保健学科棟旧保健学科棟４４４４階階階階    コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ演習室演習室演習室演習室    

定員定員定員定員：：：： 25 25 25 25 名程度名程度名程度名程度    

対象対象対象対象：：：：    パソコンパソコンパソコンパソコンのののの基本操作基本操作基本操作基本操作ができるができるができるができる方方方方    

    〔〔〔〔ごごごご注意注意注意注意〕〕〕〕    今回今回今回今回のののの講習会講習会講習会講習会ははははＥＸＣＥＬＥＸＣＥＬＥＸＣＥＬＥＸＣＥＬ2003200320032003 でででで行行行行いますいますいますいます。。。。    

                            初心者向初心者向初心者向初心者向けのけのけのけの内容内容内容内容ですですですです。。。。    

【【【【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はせはせはせは】】】】    

   鳥取大学医学図書館鳥取大学医学図書館鳥取大学医学図書館鳥取大学医学図書館         〒〒〒〒683683683683----8503 8503 8503 8503 鳥取県米子市西町鳥取県米子市西町鳥取県米子市西町鳥取県米子市西町８６８６８６８６    

    ｔｅｌ ０８５９－３８－６４６２ ｆａｘ ０８５９－３８－６４６９ 

    e-mail  ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp 

【【【【共催共催共催共催】】】】    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・・・・境港市民図書館境港市民図書館境港市民図書館境港市民図書館・・・・南部町立図書館南部町立図書館南部町立図書館南部町立図書館    

参加無料 



   “都都都都市民俗学市民俗学市民俗学市民俗学からからからから見見見見たたたた韓国韓国韓国韓国””””    

 第第第第１１１１回回回回    １０１０１０１０月月月月２２２２５５５５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    

        講座講座講座講座タイトルタイトルタイトルタイトル    『『『『都市都市都市都市ソウルソウルソウルソウルのののの空間構造空間構造空間構造空間構造』』』』    

        講師講師講師講師    ／／／／    関西学院関西学院関西学院関西学院大学大学大学大学    教授教授教授教授    島村恭則島村恭則島村恭則島村恭則    氏氏氏氏    

        日本日本日本日本においてもにおいてもにおいてもにおいても韓国韓国韓国韓国においてもにおいてもにおいてもにおいても、「、「、「、「民俗民俗民俗民俗」」」」とはとはとはとは一般一般一般一般にににに農山漁村農山漁村農山漁村農山漁村にににに昔昔昔昔からからからから伝伝伝伝わるわるわるわる風俗習慣風俗習慣風俗習慣風俗習慣のこととのこととのこととのことと考考考考えらえらえらえら

れていますれていますれていますれています。。。。しかししかししかししかし、、、、現在現在現在現在のののの民俗学民俗学民俗学民俗学ではではではでは、「、「、「、「民俗民俗民俗民俗」」」」をををを「「「「人人人人々々々々のののの日常生活日常生活日常生活日常生活のありのありのありのあり方方方方」」」」ととらえととらえととらえととらえ、、、、したがってしたがってしたがってしたがって、、、、

それはそれはそれはそれは農山漁村農山漁村農山漁村農山漁村のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、現代現代現代現代のののの都市都市都市都市においてもにおいてもにおいてもにおいても当然見出当然見出当然見出当然見出せるものだとせるものだとせるものだとせるものだと考考考考えるようになってきていますえるようになってきていますえるようになってきていますえるようになってきています。。。。    

    そしてそうしたそしてそうしたそしてそうしたそしてそうした問題関心問題関心問題関心問題関心によるによるによるによる民俗学研究民俗学研究民俗学研究民俗学研究をとくにをとくにをとくにをとくに都市民俗学都市民俗学都市民俗学都市民俗学（（（（現代民俗学現代民俗学現代民俗学現代民俗学））））とととと称称称称するようになっていまするようになっていまするようになっていまするようになっていま

すすすす。。。。ここではここではここではここでは、、、、都市民俗学都市民俗学都市民俗学都市民俗学のののののののの視点視点視点視点とととと方法方法方法方法でででで、、、、現代韓国社会現代韓国社会現代韓国社会現代韓国社会、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ大都市大都市大都市大都市ソウルソウルソウルソウルのののの「「「「都市民俗都市民俗都市民俗都市民俗」」」」につにつにつにつ

いていていていて具体的事例具体的事例具体的事例具体的事例にににに即即即即してしてしてして眺眺眺眺めてゆきますめてゆきますめてゆきますめてゆきます。。。。    

     ○○○○おおおお問合問合問合問合せせせせ／／／／    鳥取県立図書館鳥取県立図書館鳥取県立図書館鳥取県立図書館    （（（（0857085708570857））））26262626----8155  8155  8155  8155      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    22222222----2612261226122612    
    

    

        日時日時日時日時        １０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（日日日日））））午午午午後後後後２２２２時時時時～～～～４４４４時時時時        大会議室大会議室大会議室大会議室    

        演題演題演題演題        『『『『西伯耆西伯耆西伯耆西伯耆をををを拓拓拓拓いたいたいたいた海人海人海人海人とととと産鉄民産鉄民産鉄民産鉄民のののの足跡足跡足跡足跡』』』』    

講師講師講師講師        米子工業高等専門学校米子工業高等専門学校米子工業高等専門学校米子工業高等専門学校    名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授    坂田友宏坂田友宏坂田友宏坂田友宏    氏氏氏氏    

                鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県のののの民俗民俗民俗民俗をををを研究分野研究分野研究分野研究分野としとしとしとし、、、、県内全域県内全域県内全域県内全域のののの民俗民俗民俗民俗についてについてについてについて多多多多くのくのくのくの著作著作著作著作があるがあるがあるがある坂田米子高専名誉教授坂田米子高専名誉教授坂田米子高専名誉教授坂田米子高専名誉教授にににに、、、、西西西西

部地域部地域部地域部地域、、、、特特特特にににに日野川流域日野川流域日野川流域日野川流域のののの民俗民俗民俗民俗についておについておについておについてお話話話話いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。    

○○○○おおおお問合問合問合問合せせせせ／／／／    鳥取県立図書館鳥取県立図書館鳥取県立図書館鳥取県立図書館    （（（（0857085708570857））））26262626----8155  8155  8155  8155      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    22222222----2612261226122612    

    

    

         

               

 

                   

 ☆開館時間  午前１０時～午後６時 

 ☆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  ひとり５冊まで ・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/ 


