
    

                                                    ＨＨＨＨ２１２１２１２１．．．．３３３３月月月月    

                                                        Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２１３２１３２１３２１３    

 

 

  本本本本とととと接接接接するするするする機会機会機会機会がががが少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった現代現代現代現代、、、、ついついついついついついついつい““““読読読読まずまずまずまず嫌嫌嫌嫌いいいい””””になっていないでしょうかになっていないでしょうかになっていないでしょうかになっていないでしょうか？？？？    

    「「「「本本本本とのとのとのとの出会出会出会出会いいいい、、、、ホントホントホントホントのであいのであいのであいのであい」」」」のきっかけづくりのためにのきっかけづくりのためにのきっかけづくりのためにのきっかけづくりのために「「「「よなごよなごよなごよなご    よむよむよむよむよむよむよむよむ    まつりまつりまつりまつり」」」」をををを開催開催開催開催！！！！    

        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のことのことのことのこと、、、、米子市児童文化米子市児童文化米子市児童文化米子市児童文化センターセンターセンターセンターのことのことのことのこと、、、、もっともっともっともっと知知知知ろうろうろうろう！！！！もっともっともっともっと寄寄寄寄ろうろうろうろう！！！！    

主催主催主催主催    米子市教育委員会生涯学習課米子市教育委員会生涯学習課米子市教育委員会生涯学習課米子市教育委員会生涯学習課・・・・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・・・・米子市児童文化米子市児童文化米子市児童文化米子市児童文化センターセンターセンターセンター    

 《米子市立図書館でのおもな催し》 

    

    おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会『『『『火曜火曜火曜火曜のののの会会会会』』』』        （（（（申込申込申込申込はいりませんはいりませんはいりませんはいりません・・・・無料無料無料無料））））    

★★★★日時日時日時日時    3333 月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金・・・・祝日祝日祝日祝日））））    午前午前午前午前10101010 時時時時40404040 分分分分～～～～11111111 時時時時30303030 分分分分    

★★★★場所場所場所場所    １１１１階親子読書階親子読書階親子読書階親子読書コーナーコーナーコーナーコーナー    

    

    『『『『大人大人大人大人がががが聞聞聞聞くくくく星星星星のののの話話話話』』』』    ～～～～山陰山陰山陰山陰のののの空空空空のののの星星星星たちたちたちたち～～～～        （（（（申込申込申込申込はいりませんはいりませんはいりませんはいりません・・・・無料無料無料無料））））    

★★★★日時日時日時日時    ３３３３月月月月２１２１２１２１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～～～～11111111 時時時時45454545 分分分分    

★★★★場所場所場所場所    ２２２２階階階階    大会議室大会議室大会議室大会議室    

★★★★内容内容内容内容    大人大人大人大人のののの方方方方むけにむけにむけにむけに山陰山陰山陰山陰でででで見見見見ることのできるることのできるることのできるることのできる星星星星のののの話話話話をおをおをおをお届届届届けしますけしますけしますけします。【。【。【。【星星星星のののの本本本本のののの展示展示展示展示もももも実施実施実施実施】】】】    

    

    作家作家作家作家    村尾靖子村尾靖子村尾靖子村尾靖子さんのさんのさんのさんの講演講演講演講演②②②②    

★★★★日時日時日時日時    ３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前10101010 時時時時30303030 分分分分～～～～12121212 時時時時    

★★★★場所場所場所場所    ２２２２階階階階    大会議室大会議室大会議室大会議室            ★★★★定員定員定員定員    100100100100 名名名名    

★★★★受講料受講料受講料受講料    500500500500円円円円（（（（大人大人大人大人））））    ※※※※21212121日児童文化日児童文化日児童文化日児童文化センターセンターセンターセンターでのでのでのでの講演講演講演講演①①①①とこのとこのとこのとこの日日日日のののの講演講演講演講演ともともともとも受講受講受講受講いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

◎◎◎◎戦争戦争戦争戦争にまつわるにまつわるにまつわるにまつわる絵本絵本絵本絵本コーナーコーナーコーナーコーナーのののの設置設置設置設置〔〔〔〔20202020 日日日日～～～～22222222 日日日日〕〕〕〕    

 〔〔〔〔当館当館当館当館・・・・日本政策金融公庫主催日本政策金融公庫主催日本政策金融公庫主催日本政策金融公庫主催〕〕〕〕    

            ～～～～ビジネスビジネスビジネスビジネス支援事業支援事業支援事業支援事業        ““““起業起業起業起業をおをおをおをお考考考考えのえのえのえの皆皆皆皆さまへさまへさまへさまへ””””～～～～    

★★★★日日日日    時時時時    ３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水））））        ★★★★場場場場    所所所所    ２２２２階大会議室階大会議室階大会議室階大会議室        

・・・・第第第第１１１１部部部部    起業融資起業融資起業融資起業融資セミナーセミナーセミナーセミナー    午後午後午後午後１１１１時時時時～～～～２２２２時時時時    講師講師講師講師    日本政策金融公庫米子支店融資課長日本政策金融公庫米子支店融資課長日本政策金融公庫米子支店融資課長日本政策金融公庫米子支店融資課長    石井正八石井正八石井正八石井正八    氏氏氏氏    

・・・・第第第第２２２２部部部部    個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会        午後午後午後午後２２２２時時時時１１１１0000 分分分分～～～～４４４４時時時時    担当者担当者担当者担当者    日本政策金融公庫米子支店日本政策金融公庫米子支店日本政策金融公庫米子支店日本政策金融公庫米子支店                小林巨樹小林巨樹小林巨樹小林巨樹    氏氏氏氏    

※第２部では個別に対応いたしますので、事前申し込み（34-5821）が必要です。 

21212121 日日日日    ◎◎◎◎米子市児童文化米子市児童文化米子市児童文化米子市児童文化センターセンターセンターセンター    塚田慎介館長塚田慎介館長塚田慎介館長塚田慎介館長によるによるによるによる出張講演出張講演出張講演出張講演    

22222222 日日日日    ◎◎◎◎よなごよなごよなごよなごアカデミーアカデミーアカデミーアカデミー特別講座特別講座特別講座特別講座〔〔〔〔有料有料有料有料〕〕〕〕※※※※要申込要申込要申込要申込→→→→生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課    ２３２３２３２３－－－－５４４４５４４４５４４４５４４４ 

20202020 日日日日    ◎◎◎◎恒例恒例恒例恒例のののの楽楽楽楽しいおはなししいおはなししいおはなししいおはなし会会会会    



  

       

〔〔〔〔３３３３月月月月〕〕〕〕                                                                            〔〔〔〔４４４４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    

 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        おおおお話話話話  読書読書読書読書    

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

    休館日        起業融資起業融資起業融資起業融資    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         

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

    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    よむよむよむよむ・・・・おおおお話話話話    よむよむよむよむ・・・・環日環日環日環日     休館      おおおお話話話話    おおおお話話話話        

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

よむよむよむよむ講演講演講演講演    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        古文書古文書古文書古文書        休館      子子子子どもどもどもども     古文古文古文古文    

29292929    30303030    31313131                    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030            

 休館日 休館日        

 

講演講演講演講演    休館 特情特情特情特情  休館   

※ 20・21・22 日 …よなごよむよむまつり  

※ 21 日 … 環日本海連続講座第３回 関学教授 島村恭則 氏     
※26日…『野坂勇作さん講演会』と『野坂勇作 

      さんと絵本を作ろう！』 

※23日…子ども読書の日（おはなし会等） 

 

 

区    分 利 用 内 容 等 利用等の可否 

５日 木曜日 学校図書職員研修 午 後  不  可 

１１日 水曜日 起業融資セミナー・相談会 午 後  不  可  

１４日 土曜日 伯耆文化研究会 午 後  不  可  

よむよむまつり 『大人が聞く星の話』 
２１日 土曜日 

環日本海連続講座第３回 
終 日  不  可  

２２日 日曜日 よむよむまつり 作家 村尾靖子さんの講演会  午 前  不  可  

２８日 土曜日 古文書研究会 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   ３３３３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～～～～    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

・・・・『『『『ローマローマローマローマ亡亡亡亡きききき後後後後のののの地中海世界地中海世界地中海世界地中海世界    上上上上    』（』（』（』（前半前半前半前半））））    塩野七生塩野七生塩野七生塩野七生    著著著著／／／／    新潮社新潮社新潮社新潮社／／／／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     ３３３３月月月月２８２８２８２８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４４４４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：：：：１０１０１０１０００００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。。。。    

◎◎◎◎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     ３３３３月月月月１４１４１４１４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    

        ・・・・『『『『生 身生 身生 身生 身
しょうじん

のののの地蔵地蔵地蔵地蔵
じ ぞ う

をををを拝拝拝拝すすすす
は い す

事事事事
こと

』』』』                            発表者発表者発表者発表者    福福福福    代代代代        宏宏宏宏    さんさんさんさん    

        ・『『『『古文書散見古文書散見古文書散見古文書散見』』』』――――古文書古文書古文書古文書のののの三面記事三面記事三面記事三面記事――――        発表者発表者発表者発表者    中中中中                宏宏宏宏    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））））    

・・・・３３３３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））））    

・・・・３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金・・・・祝日祝日祝日祝日））））よむよむまつりよむよむまつりよむよむまつりよむよむまつり催催催催しししし    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。 

    

 この春から新生活を始める方や、春を満喫したい皆さんに向

けて色々なジャンルの本を集めました。ぜひご利用ください。 

【【【【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コーナーコーナーコーナーコーナー】】】】    

    

◎◎◎◎特許等特許等特許等特許等相談会相談会相談会相談会        ３３３３月月月月１７１７１７１７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        ３３３３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：：：：0000857857857857----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    

 

   〔とっとり県民カレッジ連携講座〕 

 ★★★★    日日日日    時時時時        ３３３３月月月月２１２１２１２１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    

 ★ 講座タイトル  『韓国の都市伝説』 

 ★ 講 師  関西学院大学教授  島 村 恭 則  氏 

    
３３３３月月月月はははは卒業卒業卒業卒業・・・・入学入学入学入学・・・・転勤等転勤等転勤等転勤等でのでのでのでの引越引越引越引越しのしのしのしのシーズンシーズンシーズンシーズンですですですです。。。。住所変更等住所変更等住所変更等住所変更等のののの届出届出届出届出はおはおはおはお済済済済みでしみでしみでしみでし

ょうかょうかょうかょうか。。。。    

このこのこのこの季節季節季節季節になるとになるとになるとになると、、、、予約本予約本予約本予約本ややややリクエストリクエストリクエストリクエストのののの用意用意用意用意ができたができたができたができた際際際際にににに、、、、連絡連絡連絡連絡のののの取取取取れないれないれないれない場合場合場合場合があがあがあがあ

りりりり、、、、大変困大変困大変困大変困っていますっていますっていますっています。。。。住所住所住所住所やややや電話番号電話番号電話番号電話番号、、、、特特特特にににに携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話・・・・ＥＥＥＥメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスをををを変更変更変更変更されたされたされたされた

方方方方はははは、、、、必必必必ずずずず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。。。。    

 

この「ふるさと米子探検隊」は、学校図書館支援の一環として 2004 年度から子ども向

けの郷土資料が少なく、子どもが自分で資料を探すのが難しかったことから、小中学生向

けの調べ学習ガイド冊子としてシリーズで作成し、市内小中学校の全学級に配布していま

す。今年度は、３月末に第１３号を刊行する予定にしております。 

 

図書館では、本の返却、配列直し、本の修理等のボランティアを募集しています。 

【図書館の活動に関心があり、年間を通じて継続的な活動が可能な方】 

現在約２０名の個人ボランティアの方に活動いただいています。 

                       

                  

 

☆☆☆☆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）  

 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/ 


