
    

                                                    ＨＨＨＨ２１２１２１２１．．．．１１１１月月月月    

                                                        Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２１１２１１２１１２１１    

 

    

いろいろあったいろいろあったいろいろあったいろいろあった平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年もももも終終終終わりわりわりわり、、、、新新新新たなたなたなたな年年年年をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。    

皆皆皆皆さまさまさまさま、、、、新年新年新年新年あけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございますあけましておめでとうございます。。。。    

昨年昨年昨年昨年のののの４４４４月月月月にににに新任新任新任新任のののの館長館長館長館長としてとしてとしてとして図書館図書館図書館図書館にににに勤務勤務勤務勤務となってとなってとなってとなって、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの方方方方とのふれあいのとのふれあいのとのふれあいのとのふれあいの中中中中でででで多多多多くのこくのこくのこくのこ

とをとをとをとを学学学学ばせていただきましたばせていただきましたばせていただきましたばせていただきました。。。。    

図書館図書館図書館図書館はははは、、、、日日日日々々々々のののの生活生活生活生活のさまざまなのさまざまなのさまざまなのさまざまな場面場面場面場面においてにおいてにおいてにおいて、、、、楽楽楽楽しみをしみをしみをしみを見出見出見出見出しししし、、、、疑問疑問疑問疑問やややや不安不安不安不安にににに答答答答えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる場場場場

所所所所であるとであるとであるとであると思思思思いますいますいますいます。。。。新新新新しいしいしいしい年年年年はさらにはさらにはさらにはさらに市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに気軽気軽気軽気軽にににに足足足足をををを運運運運んでいただけるんでいただけるんでいただけるんでいただける図書館図書館図書館図書館をををを目指目指目指目指

していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

このこのこのこの１１１１年年年年がががが皆皆皆皆さまにとってさまにとってさまにとってさまにとって幸幸幸幸せなせなせなせな年年年年になることをになることをになることをになることを祈祈祈祈りながらりながらりながらりながら、、、、改改改改めてめてめてめて新年新年新年新年のごのごのごのご挨拶挨拶挨拶挨拶をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

米子市立図書館長米子市立図書館長米子市立図書館長米子市立図書館長    斉下斉下斉下斉下    美智子美智子美智子美智子    
 

 

◎ 図書館で個人の方が借りることができる本の冊数はお１人５冊まででしたが、 

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月からからからから１１１１人人人人１０１０１０１０冊冊冊冊までまでまでまでとなります。（移動図書館車ご利用冊数を含む。） 

 ◎ 新規貸出の停止 

       本の返却期限後１ヶ月を過ぎても返却されない本がある場合には、新たな貸

出しを行わないことにいたします。（平成２１年１月から） 

 

 第４期伯耆文化研究会の発足１０周年並びに第２１回山陰信販地域文化賞の受賞を記念して、 

第１期伯耆文化研究会（昭和２６年）から現在までの系譜、機関誌等を展示します。 

     展示期間展示期間展示期間展示期間        平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～３０３０３０３０日日日日（（（（金金金金））））    

        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１１１１階展示階展示階展示階展示コーナーコーナーコーナーコーナー    



       

〔〔〔〔１１１１月月月月〕〕〕〕                                                                                〔〔〔〔２２２２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    

    休館日 休館日 休館日     休館   おおおお話話話話  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            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   おおおお話話話話    職業     

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

    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    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   おおおお話話話話    おおおお話話話話    古文古文古文古文    

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

就農相談 休館日   おはなしおはなしおはなしおはなし        古文・職業 講演 休館 特情特情特情特情     おおおお話話話話     休館    

２５２５２５２５    ２６２６２６２６    ２７２７２７２７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０    ３１３１３１３１                                

 休館日 特許情報特許情報特許情報特許情報     おはなしおはなしおはなしおはなし     休館日 

 

       

※ 年始休館日…1/1～1/3 

※ 1/18 就農相談会  1/24 職業生活設計セミナー 
    

※ 2/13 職業生活設計セミナー 

※ 2/22 本池秀夫美術講演会 

 

 

区    分 利 用 内 容 等 利用等の可否 

１５日 木曜日 ストーリーテリング研修講座外 終 日  不  可 

１６日 金曜日 学校図書館教育研修会 午 後  不  可  

１７日 土曜日 伯耆文化研究会１月例会 午 後  不  可  

（午前）職業生活設計セミナー 
２４日 土曜日 

（午後）古文書研究会 
終  日  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１１１１月例会月例会月例会月例会 １１１１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～～～～    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

・・・・『『『『中国中国中国中国のののの歴史歴史歴史歴史（（（（12121212））））日本日本日本日本にとってにとってにとってにとって中国中国中国中国とはとはとはとは何何何何かかかか』〔』〔』〔』〔第第第第５５５５・・・・６６６６章章章章〕〕〕〕尾形尾形尾形尾形    勇勇勇勇ほかほかほかほか共著共著共著共著／／／／講談社講談社講談社講談社／／／／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     １１１１月月月月２４２４２４２４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    

    『『『『家老日記家老日記家老日記家老日記からからからから農村支配農村支配農村支配農村支配のしくみをのしくみをのしくみをのしくみを読読読読むむむむ』（』（』（』（第第第第２２２２回回回回））））    

安政安政安政安政５５５５年年年年    鳥取藩鳥取藩鳥取藩鳥取藩はははは藩政藩政藩政藩政のののの大改革大改革大改革大改革をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。農村支配農村支配農村支配農村支配のしくみものしくみものしくみものしくみも大大大大きくきくきくきく変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。家老日記家老日記家老日記家老日記からからからから、、、、

そのそのそのその改革改革改革改革のののの様子様子様子様子をををを読読読読みますみますみますみます。。。。    

 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    

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。。。。    



◎◎◎◎伯耆文化研究会伯耆文化研究会伯耆文化研究会伯耆文化研究会     １１１１月月月月１１１１７７７７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    

    ☆☆☆☆研究発表研究発表研究発表研究発表    

        ・・・・『『『『山陰歴史館山陰歴史館山陰歴史館山陰歴史館のののの七絃琴七絃琴七絃琴七絃琴』』』』                            発表者発表者発表者発表者    原原原原        豊豊豊豊    二二二二    さんさんさんさん    

        ・『『『『鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県のののの中山間地域中山間地域中山間地域中山間地域とととと公共交通公共交通公共交通公共交通』』』』        発表者発表者発表者発表者    加加加加    藤藤藤藤    博博博博    和和和和    さんさんさんさん    

    ※※※※    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。。。。またまたまたまた、、、、伯耆文化研究会伯耆文化研究会伯耆文化研究会伯耆文化研究会のののの会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中ですですですです。。。。年会費年会費年会費年会費3,0003,0003,0003,000 円円円円でででで

随時入会随時入会随時入会随時入会できますできますできますできます    。。。。    

◎◎◎◎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））））    

・・・・１１１１月月月月８８８８日日日日、、、、１５１５１５１５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〔〔〔〔毎月第三金曜毎月第三金曜毎月第三金曜毎月第三金曜〕〕〕〕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））））    

・・・・１１１１月月月月１６１６１６１６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。 

★ お気軽にお越しください。 

  

気分気分気分気分をををを新新新新たにたにたにたに、、、、新新新新しいしいしいしい事事事事にににに取取取取りりりり組組組組んでみませんかんでみませんかんでみませんかんでみませんか。。。。やりたいやりたいやりたいやりたい事事事事をををを見見見見つけるつけるつけるつけるヒントヒントヒントヒント

をををを探探探探してみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください。【。【。【。【１１１１階階階階カウンターカウンターカウンターカウンター前前前前】】】】    

    

◎◎◎◎特許等相談会特許等相談会特許等相談会特許等相談会        １１１１月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（火火火火））））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    

    ・・・・他社他社他社他社とのとのとのとの差別化差別化差別化差別化をををを図図図図りりりり、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスをををを有利有利有利有利にににに導導導導くくくく知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権（（（（特許権特許権特許権特許権、、、、実用新案権実用新案権実用新案権実用新案権、、、、意匠権意匠権意匠権意匠権、、、、商標権商標権商標権商標権））））をををを

得得得得るためのるためのるためのるための制度制度制度制度、、、、費用費用費用費用、、、、手順手順手順手順などについてなどについてなどについてなどについて、、、、弁理士弁理士弁理士弁理士がががが無料無料無料無料でででで説明説明説明説明、、、、助言助言助言助言、、、、指導指導指導指導をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

◎◎◎◎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        １１１１月月月月２７２７２７２７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、、、、特特特特

許情報許情報許情報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。。。。    

  

※※※※両相談会両相談会両相談会両相談会ともごともごともごともご相談相談相談相談はははは予約制予約制予約制予約制となっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますので、、、、下記連絡先下記連絡先下記連絡先下記連絡先へごへごへごへご予約予約予約予約くださいくださいくださいください。。。。    

        またまたまたまた、、、、当日当日当日当日でもでもでもでも空空空空きのきのきのきの時間帯時間帯時間帯時間帯がががが有有有有ればればればれば受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます。。。。    

  ○○○○おおおお問合問合問合問合わせわせわせわせ先先先先／／／／    ☆☆☆☆（（（（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----6728 6728 6728 6728     ／／／／        電子電子電子電子メールメールメールメール：：：：hatsu@toriton.or.jphatsu@toriton.or.jphatsu@toriton.or.jphatsu@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/        

                                ☆☆☆☆    鳥取県庁産業開発鳥取県庁産業開発鳥取県庁産業開発鳥取県庁産業開発チームチームチームチーム    

TELTELTELTEL：：：：0857085708570857----26262626----7244724472447244        ／／／／        電子電子電子電子メールメールメールメール：：：：sangyoushinkou@pref.tottori.sangyoushinkou@pref.tottori.sangyoushinkou@pref.tottori.sangyoushinkou@pref.tottori.jpjpjpjp    

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.pref.tottori.lg.jp/chizaihttp://www.pref.tottori.lg.jp/chizaihttp://www.pref.tottori.lg.jp/chizaihttp://www.pref.tottori.lg.jp/chizai    



◎◎◎◎就農相談会就農相談会就農相談会就農相談会        １１１１月月月月１８１８１８１８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    

    ・・・・県内県内県内県内であらたにであらたにであらたにであらたに農業農業農業農業をををを始始始始めてみようとめてみようとめてみようとめてみようと考考考考えているえているえているえている方対象方対象方対象方対象にににに、、、、就農就農就農就農までのまでのまでのまでのステップステップステップステップやややや農業農業農業農業をををを始始始始めるにあためるにあためるにあためるにあた

ってのってのってのってのアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをををを行行行行うううう相談会相談会相談会相談会をををを開催開催開催開催しますしますしますします。（。（。（。（出来出来出来出来るだけるだけるだけるだけ事前事前事前事前のののの申込申込申込申込みをおみをおみをおみ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わせわせわせわせ先先先先／／／／    ☆☆☆☆（（（（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    

TELTELTELTEL：：：：0857085708570857----26262626----7599 7599 7599 7599     ／／／／        電子電子電子電子メールメールメールメール：：：：kikin@apionet.or.jpkikin@apionet.or.jpkikin@apionet.or.jpkikin@apionet.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.apionet.or.jphttp://www.apionet.or.jphttp://www.apionet.or.jphttp://www.apionet.or.jp    

◎◎◎◎職業生活設計職業生活設計職業生活設計職業生活設計セミナーセミナーセミナーセミナー    １１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１２１２１２１２時時時時    大会議室大会議室大会議室大会議室    

 『『『『地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ととととボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動についてについてについてについて』』』』    講師講師講師講師：：：：米子下町観光米子下町観光米子下町観光米子下町観光ガイドガイドガイドガイド    榧野省吾榧野省吾榧野省吾榧野省吾    氏氏氏氏    

    ※※※※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わせわせわせわせ先先先先／／／／    県高齢県高齢県高齢県高齢・・・・障害者雇用促進協会障害者雇用促進協会障害者雇用促進協会障害者雇用促進協会    

                電話電話電話電話    0857085708570857----32323232----8260826082608260        ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリ    0857085708570857----27272727----6975697569756975    

    

    
図書館図書館図書館図書館のののの本本本本やややや雑誌雑誌雑誌雑誌はははは、、、、市民市民市民市民のののの貴重貴重貴重貴重なななな共有財産共有財産共有財産共有財産ですですですです。。。。本本本本をををを借借借借りているりているりているりている間間間間はははは、、、、借借借借りているりているりているりている人人人人にににに管理責任管理責任管理責任管理責任がががが生生生生じじじじ

ますますますます。。。。借借借借りたりたりたりた本本本本をなくしたりをなくしたりをなくしたりをなくしたり汚汚汚汚したりしたりしたりしたり傷傷傷傷んだりしたときはんだりしたときはんだりしたときはんだりしたときは、、、、弁償弁償弁償弁償していただくことがありますしていただくことがありますしていただくことがありますしていただくことがあります。。。。自分自身自分自身自分自身自分自身

のののの持持持持ちちちち物以上物以上物以上物以上にににに、、、、ていねいにていねいにていねいにていねいに扱扱扱扱ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

    ★★★★切切切切りりりり取取取取りりりり、、、、破破破破りりりり取取取取りりりり、、、、書書書書きききき込込込込みみみみ（（（（ラインマーカーラインマーカーラインマーカーラインマーカーもももも））））厳禁厳禁厳禁厳禁ですですですです。。。。    

    ★★★★食食食食べべべべ物物物物、、、、飲飲飲飲みみみみ物物物物、、、、水水水水、、、、火火火火はははは本本本本のののの大敵大敵大敵大敵ですですですです。。。。    …………    飲食等飲食等飲食等飲食等をしながらをしながらをしながらをしながら本本本本をををを読読読読まないでくださいまないでくださいまないでくださいまないでください。。。。    

    ★★★★雨雨雨雨のときはのときはのときはのときは袋等袋等袋等袋等にににに入入入入れれれれ、、、、本本本本をををを濡濡濡濡らさないでくださいらさないでくださいらさないでくださいらさないでください。。。。    

    ★★★★クリップクリップクリップクリップなどのなどのなどのなどの金属製金属製金属製金属製のものをのものをのものをのものを、、、、本本本本にはさまないでくださいにはさまないでくださいにはさまないでくださいにはさまないでください。。。。    

    ★★★★付箋紙付箋紙付箋紙付箋紙などをなどをなどをなどを、、、、本本本本にににに貼貼貼貼らないでくださいらないでくださいらないでくださいらないでください。。。。    

    ★★★★破破破破れたれたれたれた箇所箇所箇所箇所のののの修理修理修理修理にににに、、、、セロハンテープセロハンテープセロハンテープセロハンテープはははは使使使使わないでくださいわないでくださいわないでくださいわないでください。（。（。（。（本本本本のののの修理修理修理修理はははは図書館図書館図書館図書館でででで行行行行いますいますいますいます。）。）。）。）    

    

    

        ・・・・本池秀夫講演会本池秀夫講演会本池秀夫講演会本池秀夫講演会『『『『創創創創ることからることからることからることから学学学学ぶぶぶぶ』』』』    ２２２２月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室    

        ※※※※    本池秀夫本池秀夫本池秀夫本池秀夫    ――――革革革革のののの世界世界世界世界――――        図書館図書館図書館図書館でででで前売券取扱中前売券取扱中前売券取扱中前売券取扱中ですですですです！！！！    

                   

                  

 

☆☆☆☆開館時間開館時間開館時間開館時間     午前１０時～午後６時 

☆☆☆☆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１０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 

                       （ハピネライフケア文化広場） 

  ＴＥＬ ２２－２６１２   ＦＡＸ ２２－２６３７  

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


