
    

                                                    ＨＨＨＨ２１２１２１２１．．．．２２２２月月月月    

                                                        Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２１２２１２２１２２１２    

 

    

◎◎◎◎はじめてはじめてはじめてはじめて利用利用利用利用するときするときするときするとき    

・・・・「「「「図書貸出申請書図書貸出申請書図書貸出申請書図書貸出申請書」」」」にににに記入記入記入記入してしてしてして、、、、名前名前名前名前・・・・住所住所住所住所がががが確認確認確認確認できるものできるものできるものできるもの（（（（運転免許証等運転免許証等運転免許証等運転免許証等））））とととと一緒一緒一緒一緒にににに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

にににに出出出出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。すぐにすぐにすぐにすぐに図書貸出利用証図書貸出利用証図書貸出利用証図書貸出利用証（（（（以下以下以下以下「「「「利用証利用証利用証利用証」」」」というというというという。）。）。）。）をををを作成作成作成作成しますしますしますします。。。。    

・・・・米子市内米子市内米子市内米子市内におにおにおにお住住住住まいかまいかまいかまいか、、、、通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学されているされているされているされている方方方方、、、、そのそのそのその他他他他館長館長館長館長がががが特別特別特別特別のののの理由理由理由理由があるとがあるとがあるとがあると認認認認めためためためた方方方方ならどなならどなならどなならどな

たでもたでもたでもたでも利用証利用証利用証利用証をををを作作作作ることができますることができますることができますることができます。。。。利用証利用証利用証利用証はははは、、、、移動図書館車移動図書館車移動図書館車移動図書館車「「「「つつじつつじつつじつつじ号号号号」」」」でもでもでもでも使用使用使用使用できますできますできますできます。。。。    

・・・・利用証利用証利用証利用証をなくしたをなくしたをなくしたをなくした場合場合場合場合はははは、、、、再発行手数料再発行手数料再発行手数料再発行手数料としてとしてとしてとして２００２００２００２００円必要円必要円必要円必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

・・・・住所住所住所住所、、、、氏名氏名氏名氏名、、、、連絡先等連絡先等連絡先等連絡先等がががが変更変更変更変更になったときはになったときはになったときはになったときは、、、、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におにおにおにお届届届届けくださいけくださいけくださいけください。。。。    

    

◎◎◎◎本本本本をををを借借借借りるときりるときりるときりるとき    

・・・・借借借借りたいりたいりたいりたい本本本本とととと利用証利用証利用証利用証をををを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へおへおへおへ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。。。。    

        ☆☆☆☆貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数    ひとりひとりひとりひとり１０１０１０１０冊冊冊冊        貸出期間貸出期間貸出期間貸出期間    ２２２２週間週間週間週間    

・・・・雑誌雑誌雑誌雑誌ののののバックナンバーバックナンバーバックナンバーバックナンバーややややカセットカセットカセットカセット、ＣＤ、ＣＤ、ＣＤ、ＣＤもももも借借借借りることができますりることができますりることができますりることができます。。。。    

・・・・貸出期限内貸出期限内貸出期限内貸出期限内にににに読読読読みきれなかったときはみきれなかったときはみきれなかったときはみきれなかったときは、、、、２２２２週間延週間延週間延週間延長長長長できますできますできますできます。。。。延長延長延長延長をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方はははは、、、、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

までおまでおまでおまでお申申申申しししし出出出出くださいくださいくださいください。。。。電話電話電話電話でもでもでもでも延長延長延長延長をををを受受受受けけけけ付付付付けていますけていますけていますけています。（。（。（。（電話電話電話電話によるによるによるによる延長延長延長延長はははは１１１１回回回回だけとなりますだけとなりますだけとなりますだけとなります。）。）。）。）

なおなおなおなお、、、、予約予約予約予約がががが入入入入っているときはっているときはっているときはっているときは延長延長延長延長はできませんはできませんはできませんはできません。。。。    

        ☆☆☆☆雑誌雑誌雑誌雑誌のののの最新号最新号最新号最新号やややや貴重書貴重書貴重書貴重書などなどなどなど貸出貸出貸出貸出できないものもありますできないものもありますできないものもありますできないものもあります。。。。    

        ☆☆☆☆返却期限後返却期限後返却期限後返却期限後１１１１ヶヶヶヶ月月月月をををを過過過過ぎてもぎてもぎてもぎても返却返却返却返却されないされないされないされない本本本本があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、新新新新たなたなたなたな貸出貸出貸出貸出しはしはしはしは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。    

    

◎◎◎◎本本本本をををを返返返返すときすときすときすとき    

・・・・カウンターカウンターカウンターカウンターにににに本本本本だけだけだけだけ返返返返してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。利用証利用証利用証利用証はははは必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。。。。    

・・・・図書館閉館時図書館閉館時図書館閉館時図書館閉館時はははは、、、、玄関左玄関左玄関左玄関左のののの図書返却口図書返却口図書返却口図書返却口にににに返返返返してくださいしてくださいしてくださいしてください。（。（。（。（他館他館他館他館からのからのからのからの借用本借用本借用本借用本、、、、カセットブックカセットブックカセットブックカセットブック、ＣＤ、ＣＤ、ＣＤ、ＣＤはははは

直接直接直接直接１１１１階階階階カウターカウターカウターカウターにおにおにおにお返返返返しくださいしくださいしくださいしください。）。）。）。）    

    

◎◎◎◎図書館図書館図書館図書館にににに本本本本がないときがないときがないときがないとき（（（（リクエストリクエストリクエストリクエスト））））    

・・・・図書館図書館図書館図書館にににに希望希望希望希望のののの本本本本がないときはがないときはがないときはがないときは、、、、館内館内館内館内のののの「「「「リクエストカードリクエストカードリクエストカードリクエストカード」」」」にににに書書書書いていていていて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にににに申申申申しししし込込込込んでくんでくんでくんでく

ださいださいださいださい。。。。県立図書館県立図書館県立図書館県立図書館やややや他他他他のののの図書館図書館図書館図書館からからからから取寄取寄取寄取寄せることもできますせることもできますせることもできますせることもできます。。。。またまたまたまた、、、、書店等書店等書店等書店等からからからから購入購入購入購入するするするする場合場合場合場合もありもありもありもあり

ますますますます。。。。本本本本がががが用意用意用意用意できたときできたときできたときできたとき（（（（できなかったときもできなかったときもできなかったときもできなかったときも））））電話電話電話電話ややややメールメールメールメールでおでおでおでお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。。。。    

    

◎◎◎◎本本本本のののの予約予約予約予約    

・・・・貸出中貸出中貸出中貸出中のののの本本本本はははは予約予約予約予約できますできますできますできます。。。。館内館内館内館内のののの「「「「予約申込書予約申込書予約申込書予約申込書」」」」・・・・「「「「ホンダスホンダスホンダスホンダスくんくんくんくん」、」、」、」、自宅自宅自宅自宅ののののパソコンパソコンパソコンパソコンやややや携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話をををを利用利用利用利用

してしてしてして図書館図書館図書館図書館ののののホームページホームページホームページホームページからもからもからもからも予約予約予約予約ができますができますができますができます。（「。（「。（「。（「予約申予約申予約申予約申込書込書込書込書」」」」以外以外以外以外のののの予約予約予約予約はははは、、、、５５５５冊以内冊以内冊以内冊以内ですですですです。）。）。）。）    

    

◎◎◎◎おおおお願願願願いいいい    

・・・・本本本本へのへのへのへの書書書書きききき込込込込みみみみ、、、、付箋貼付箋貼付箋貼付箋貼りりりり等等等等はははは次次次次にににに読読読読まれるまれるまれるまれる方方方方のののの迷惑迷惑迷惑迷惑になりますになりますになりますになります。。。。大切大切大切大切ににに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。。。。    

・・・・返却期限返却期限返却期限返却期限をををを守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。    



       

〔〔〔〔２２２２月月月月〕〕〕〕                                                                                〔〔〔〔３３３３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    ５５５５    ６６６６    ７７７７    １１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    

 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  読書読書読書読書    

８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    １２１２１２１２    １３１３１３１３    １４１４１４１４    ８８８８    ９９９９    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    

    休館日            おおおおはなしはなしはなしはなし    生活設計生活設計生活設計生活設計            休館   おおおお話話話話     伯耆伯耆伯耆伯耆    

１５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    １９１９１９１９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    

    休館日            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 古文書古文書古文書古文書     休館 特許特許特許特許     おおおお話話話話    おおおお話話話話    環日環日環日環日    

２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    ２６２６２６２６    ２７２７２７２７    ２８２８２８２８    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    

美術講演美術講演美術講演美術講演    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 講演講演講演講演    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    

                            29292929    30303030    31313131                    

             

 

 休館 休館     

※ 13 日 … 職業生活設計セミナー  

※ 22 日 … 美術館講演会 本池秀夫講演会『創ることから学ぶ』     
※21日…環日本海連携講座第３回 

※22日…市・児童文化センター・図書館共催講演会 

 

 

 

区    分 利 用 内 容 等 利用等の可否 

７日 土曜日 つつじ読書会 午 後  不  可 

１３日 金曜日 職業生活設計セミナー 午 後  不  可  

２１日 土曜日 古文書研究会 午 後  不  可  

２２日 日曜日 美術講演会 本池秀夫講演会 終 日  不  可  

２５日 水曜日 鳥取県公共図書館協議会 午 後  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   ２２２２月月月月７７７７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    

・・・・『『『『ボローニャボローニャボローニャボローニャ紀行紀行紀行紀行』』』』    井上井上井上井上ひさしひさしひさしひさし    著著著著／／／／    文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋／／／／刊刊刊刊    

☆☆☆☆今月今月今月今月のののの読書会読書会読書会読書会はははは、、、、松江市島根町松江市島根町松江市島根町松江市島根町からからからから読書読書読書読書サークルサークルサークルサークルのののの方方方方がががが来来来来られますのでられますのでられますのでられますので、、、、大会議室大会議室大会議室大会議室でででで開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

※※※※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     ２２２２月月月月２１２１２１２１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    

    『『『『家家家家老日記老日記老日記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３３３３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にふにふにふ

れることができますれることができますれることができます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））））    

・・・・２２２２月月月月５５５５日日日日、、、、１２１２１２１２日日日日、、、、１９１９１９１９日日日日、、、、２６２６２６２６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））））    

・・・・２２２２月月月月２０２０２０２０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。 

 

 

 ◇◇◇◇    紙上紙上紙上紙上ブックトークブックトークブックトークブックトーク（（（（子子子子どものどものどものどもの本本本本ををををテーマテーマテーマテーマにににに沿沿沿沿ってごってごってごってご紹介紹介紹介紹介しますしますしますします））））    

テーマテーマテーマテーマ「「「「いろいろないろいろないろいろないろいろな家族家族家族家族」」」」    

 土土土土のののの壁壁壁壁でかこまれたでかこまれたでかこまれたでかこまれた土楼土楼土楼土楼（（（（どろうどろうどろうどろう））））とよばれるとよばれるとよばれるとよばれる巨大巨大巨大巨大なななな円形円形円形円形のののの家家家家。。。。どこのどこのどこのどこの国国国国のどんなのどんなのどんなのどんな人人人人たちがたちがたちがたちが住住住住

んでいるのでしょうんでいるのでしょうんでいるのでしょうんでいるのでしょう。『。『。『。『地球生活記地球生活記地球生活記地球生活記』（』（』（』（小松義夫著小松義夫著小松義夫著小松義夫著／／／／福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店））））にはにはにはには、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの知恵知恵知恵知恵ととととユーモアユーモアユーモアユーモア

いっぱいのいっぱいのいっぱいのいっぱいの家家家家がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん出出出出てきますてきますてきますてきます。。。。    

またこちらはまたこちらはまたこちらはまたこちらは、、、、小小小小さなさなさなさな家家家家にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる少女少女少女少女ののののファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー『『『『オズオズオズオズのののの魔法使魔法使魔法使魔法使いいいい』（』（』（』（バウムバウムバウムバウム著著著著    渡辺渡辺渡辺渡辺

茂男訳茂男訳茂男訳茂男訳／／／／福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店）。）。）。）。アメリカアメリカアメリカアメリカののののカンザスカンザスカンザスカンザスのののの大草原大草原大草原大草原におじさんとおばさんとにおじさんとおばさんとにおじさんとおばさんとにおじさんとおばさんと住住住住んでいるんでいるんでいるんでいるドロシードロシードロシードロシー

はははは、、、、あるあるあるある日突然日突然日突然日突然、、、、犬犬犬犬ののののトトトトトトトトといっしょにといっしょにといっしょにといっしょに大大大大きなきなきなきな竜巻竜巻竜巻竜巻にににに家家家家ごとごとごとごと飛飛飛飛ばされてばされてばされてばされて不思議不思議不思議不思議なななな世界世界世界世界でのでのでのでの旅旅旅旅をするをするをするをする

ことになりますことになりますことになりますことになります……………………。。。。    

旅旅旅旅とととと言言言言えばえばえばえば、、、、春春春春のおとずれがのおとずれがのおとずれがのおとずれが近近近近づくとづくとづくとづくと白鳥白鳥白鳥白鳥たちはたちはたちはたちは北北北北のののの国国国国にににに旅立旅立旅立旅立ってってってって行行行行きますがきますがきますがきますが、『、『、『、『おおはくちょおおはくちょおおはくちょおおはくちょ

うのそらうのそらうのそらうのそら』（』（』（』（手島圭三郎作手島圭三郎作手島圭三郎作手島圭三郎作／／／／リブリオリブリオリブリオリブリオ出版出版出版出版））））ではではではでは、、、、病気病気病気病気でででで飛飛飛飛びびびび立立立立つことのできないつことのできないつことのできないつことのできない白鳥白鳥白鳥白鳥のののの子子子子どもをどもをどもをどもを、、、、

両親両親両親両親やややや兄弟姉妹兄弟姉妹兄弟姉妹兄弟姉妹がががが思思思思いやるいやるいやるいやる、、、、家族家族家族家族のののの絆絆絆絆をををを描描描描いたいたいたいた版画絵本版画絵本版画絵本版画絵本ですですですです。。。。    

《《《《図書館図書館図書館図書館のののの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でででで家族家族家族家族ををををテーマテーマテーマテーマにしたにしたにしたにした本本本本をををを並並並並べていますべていますべていますべています。。。。ぜひぜひぜひぜひ読読読読んでみてくださいんでみてくださいんでみてくださいんでみてください

2222 月末月末月末月末までまでまでまで。》。》。》。》    

    

 



    

◎◎◎◎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    ２２２２月月月月１３１３１３１３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３３３３時時時時    大会議室大会議室大会議室大会議室    

 『『『『人生後半人生後半人生後半人生後半ののののライフプランライフプランライフプランライフプラン』』』』    講師講師講師講師：：：：中小企業診断士中小企業診断士中小企業診断士中小企業診断士・・・・ファイナンシャルプランナーファイナンシャルプランナーファイナンシャルプランナーファイナンシャルプランナー    永島哲夫永島哲夫永島哲夫永島哲夫    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    

    

◎◎◎◎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        ２２２２月月月月２４２４２４２４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特許電子特許電子特許電子図書館図書館図書館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    

    

    

☆ 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』』』』    〔〔〔〔参加無料参加無料参加無料参加無料・・・・先着順先着順先着順先着順〕〕〕〕    

２２２２月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））    午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～    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    

    

                       

                  

 

☆☆☆☆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）  

 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/ 


