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                                                                            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        館長 斉下美智子    
               平成 21 年も終わり、新たな年を迎えました。 

               昨年はこの米子市立図書館でも色々な企画展示や講演会・講座等

が開催され、恒例の図書館まつり、図書館友の会･米子のご結成など、

様々な出来事を通じて、多くの方とふれあうことが出来ました。               

図書館に足を運び、また支えてくださる皆さまに心から感謝申し上

げます。新しい年はさらに市民の皆さまに気軽にご利用いただける 

図書館を目指して頑張っていきたいと思っています。この１年が皆 

さまにとって幸せな年になることを祈りながら、改めて新年のご挨拶を申し上げます。 

 

☆☆☆☆年末年末年末年末・・・・年始年始年始年始    休館日休館日休館日休館日ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    
平成平成平成平成 21212121 年年年年のののの図書館開館日図書館開館日図書館開館日図書館開館日はははは、、、、12121212 月月月月 26262626 日日日日（（（（土土土土））））までまでまでまで、、、、新年新年新年新年はははは 1111 月月月月 5555 日日日日（（（（火火火火））））からからからから開館開館開館開館しししし    

ますますますます。。。。12 月の月末休館（28 日）と新年の初めの日（4 日）が月曜日と重なってしまったため、 

少し長い休館となります。利用者の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。 

休館中の図書の返却は、玄関横の返却口をご利用ください。よろしくお願いいたします。 

☆☆☆☆環日本海連続講座環日本海連続講座環日本海連続講座環日本海連続講座のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 1111 月月月月 23232323 日日日日（（（（土土土土））））平成 21 年度最初の環日本海連続講座を開催します。今年度の共通テーマは

「鳥取からさぐる 日韓音楽の 100 年」。1 月 23 日（土）は「唱歌と童謡をめぐる日韓の近現

代」、第 2 回・2222 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））は「幻の音楽学校／植民地朝鮮における音楽の政治学」、第 3

回・3333 月月月月 20202020 日日日日（（（（土土土土））））は「高木東六と朝鮮・韓国 歌劇“春香”」と年明け毎月連続の講座とな

ります。今年度の講師は、藤井浩基（ふじい・こうき）先生。国立韓国芸術総合学校音楽院に客

員研究員として留学された体験もお持ちで、日韓音楽史の第一人者です。現在は島根大学教育学

部准教授。米子市在住です。岡野貞一、田村虎蔵など、鳥取県は唱歌の歴史に深く関わる人物を

排出しています。米子出身の高木東六と朝鮮半島との深い関わりにも触れられる予定です。 

                日時日時日時日時／／／／1111 月月月月 23232323 日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後 2222 時時時時よりよりよりより    会場会場会場会場／／／／市立図書館大会議室市立図書館大会議室市立図書館大会議室市立図書館大会議室    

☆☆☆☆特別展示特別展示特別展示特別展示「「「「知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか    詩人詩人詩人詩人    則武三雄則武三雄則武三雄則武三雄」」」」展展展展のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
                皆さんは、則武三雄（のりたけ・かずお）の名前をお聞きにな

ったことがありますか。 福井県では、戦後の県下の、また北陸地

方の文学を牽引した詩人として、没後も顕彰事業が続けられるほ

ど有名な詩人です。則武は明治 42 年米子の四日市町に生まれま

した。則武誕生の頃に開店した則武時計店は、時計台を備えたハ

イカラな店だったそうです。則武は昭和 3 年、19 歳で朝鮮半島

にわたり、終戦で引揚げるまでの 17 年間を朝鮮の地で過ごしま

した。そこで多くの若い芸術家たちと交流しました。戦後は三好

達治に誘われ福井に移り住みます。福井県立図書館で司書として

働く傍ら、自宅に「北荘文庫」という出版活動の拠点をつくり、

たくさんの著作を刊行しました。詩人であり、編集者であった則

武は、ここで多くの人を育てました。鳥取県立図書館のご協力に

より、展示パネルを提供していただきました。米子-朝鮮-福井と、

則武の足跡をたどります。 

        期期期期    間間間間／／／／平成平成平成平成 22222222 年年年年 1111 月月月月 5555 日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～3333 月月月月 30303030 日日日日（（（（火火火火））））までまでまでまで        

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 階階階階フロアフロアフロアフロアにてにてにてにて    



◇1 月のビジネス支援 
◎特許相談会    1 月 12 日(火)午後  １時 30 分～４時 30 分 特設文庫室 

◎特許情報相談会  1 月 26 日(火)午前 10 時 30 分～午後４時 

※両相談会ともご相談は予約制です。当日でも空き時間があれば受付ます。 

※お問合せ先 ・(社)発明協会鳥取県支部 

       電話 0857-52-6728 電子メール hatsu@toriton.or.jp 

                予約状況はホームページから   http://www.toriton.or.jp/tokkyo/ 

        ・鳥取県庁産業開発チーム 

         電話 0857-26-7244  電子メール sangyoushinkou@pref.tottori.jp 

                 予約状況はホームページから   http://www.pref.tottori.lg.jp/chizai 

◎職業生活設計セミナー 1 月 19 日(火)午後１時～2 時 30 分 大会議室 
「魅力的な話し方・聞き方」講師／オフィス八百谷代表・鳥取短期大学講師 八百谷和子さん 

  ※お申込･お問合せ ・(社)鳥取県高齢･障害者雇用促進協会 

          電話 0857-32-826１ FAX 0857-27-6975  

ホームページからも予約が出来ます http://www.tottori-koyou.or.jp 

◇つつじ読書会      1 月 9 日(土) 午後２時～      特設文庫室 

  『やんごとなき読者』 アラン・ベネット／著 白水社  

◇楽しく漢文に学ぶ会 1 月 10 日(日) 午後１時 30 分～ 特設文庫室 
   『論語新釈』宇野哲人／著 講談社学術文庫 を読みます。 

◇ 伯耆文化研究会    1 月 16 日(土) 午後１時 30 分～  大会議室 
 発表「日野郡笠木郷(現日南町)の検地帳の研究」高橋章司さん 

   「戦国武将杉原氏と家臣団について」国田俊雄さん 

◇古文書研究会      1 月 30 日(土) 午後１時 30 分～  大会議室 

「新修米子市史 近世」関連史料を読む 農村の支配と農民のくらし  講師／山藤 良治 さん   
    

◇ おはなし会  
・毎週木曜日は｢ほしのぎんか｣さん 1 月 14 日･21 日 (7 日・28 日は図書館職員) 

・1 月 15 日(金)は「火曜の会」さん 

※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。 

 

△大会議室が使えない日▼ 
16 日 土曜日 伯耆文化研究会   午後不可 

 17 日 日曜日  美術館講演会   終日不可 

19 日 火曜日  職業生活設計セミナー   午後不可 

21 日 木曜日  県立図書館主催研修会   午前不可 

22 日 金曜日  学校図書職員研修会   午後不可 

23 日 土曜日  環日本海講座第 1 回   午後不可 

30 日 土曜日  古文書研究会   午後不可 

 

 

                                   

  

利 用 案 内 
☆☆☆☆ 開館時間   午前 10 時 ～ 午後 6 時 

         (6 月～9 月の間 金曜日は午後 8 時まで) 

☆☆☆☆    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 ひとり 10 冊まで  ☆☆☆☆ 貸出期間 2 週間 

米子市立図書館 ℡ 0859-22-2612  Fax 0859-22-2637 

         ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/ 

米子市中町 8 番地 ハピネライフケア文化広場 


