
≪伯耆文化研究会 11月例会≫ 申込不要 

◎日時 11月10日(土) 

    午後1時30分～3時30分 

◎場所 米子市立図書館2階多目的研修室 

◎研究発表 

①「境港の戦前写真絵葉書について」 

            佐々木 邦広さん 

②「国道9号(県道・皆生車尾～県道・皆生西 

    原線)のロードサイド店舗立地について」 

             篠田 建三さん 

※会員以外の方は資料代200円が必要です。 

≪郷土文化講演会「大人のための100選  

      新しい読書の楽しみ発見!!」≫  

          入場無料・申込不要 

昨年、米子市立図書館がつくった大人向け推薦図書

「大人のための100選」について考案者の大野秀さ 

んにお話ししていただきます。 

◎日時 11月24日(土) 

    午後1時30分～3時 

◎場所 米子市立図書館2階多目的研修室 

◎講演 「大人のための100選」 

  元米子市立図書館司書 大野 秀さん 

◎問合先 米子市立図書館  

       電話0859-22-2612 

米子市立図書館 だより 
 Ｈ30年11月 330号 

米子市立図書館だよりH30.11月号 

よなぽん 
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郷土のことをもっと知ってみませんか？ 

3 4  

午前10時～午後6時 

4日(日)のまつりは午後5時まで 

古本市      会場：2階多目的研修室 

お一人10冊まで無料でお持ち帰りいただけます!!

思わぬ良書にめぐりあえるかもしれません!?マイ

バッグを持参してお越しください。 

ワークショップ     会場：2階フロア 

   午前10時～12時，午後2時～4時 

不思議で楽しいパタパタマジック絵本やビックリ

とびだすおもちゃなどを一緒に作りましょう☆ 

どれも簡単ですぐ作れるので小さいお子さんから

おもしろ科学教室  会場：2階③④研修室 

4日(日)午前10時～12時 

今年も辻田先生直伝！科学工作＆遊びを一緒に

楽しみましょう。 

おはなし会   

 会場：1階おはなしの部屋 

3日(土)  

♪午前10時30分～11時15分 

   担当 ほしのぎんかさん 

♪午後1時30分～2時15分 

     担当 火曜の会さん 

♪午後3時～3時45分 

  担当 ほうき民話の会さん  

4日(日) 

♪午後1時30分～2時15分 

今年はどんな

おはなしが聞

けるかな～ 

ビジネス支援 相談会 



11月14日(水)午前10時30分～11時30分 

※要事前申込・初心者から参加可能     

問合先：米子市立図書館  

≪11月はすでに定員に達したためキャンセル

待ちの受付になります≫ 

★来月は12月12日(水)開催、初心者から参加

可能。11月15日(木)から予約申し込みを開始

します。(電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口にて受付) 
 11月10日(土)午前10時30分～正午 

「若者の性の健康を守ろう！」 

講師：医学部助教 大島 麻美さん 

 

11月24日(土)午前10時30分～正午 
「病いを持つ人々の自己管理と生活を支える 

                 看護を探究する」 

講師：医学部准教授 谷村 千華さん 

 

 

11月10日(土)午後2時～４時 

『わたしを離さないで』 

カズオ イシグロ著 早川書房 

11月16日(金)午後1時～3時 

予約先：米子市立図書館  

電話0859-22-2612 

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

11月27日(火)午後1時～4時 

 予約先：米子市立図書館 

 電話0859-22-2612 

  ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

11月20日(火)午後1時～5時 

予約先：よなご若者サポートステーション 

電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-8766 

11月4日(日)午後１時～５時 

予約先：米子市立図書館  

電話0859-22-2612 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

ビジネス支援 相談会 

11月★図書館例会 

つつじ読書会 

古文書研究会 

楽しく漢文に学ぶ会 
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こどものための論語教室ー第2期生ー 

いきいき長寿音読教室 

米子市立図書館だよりH30.11月号 

会場：すべて２階研修室 

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子 

よなご若者サポートステーション出張相談会 

起業・経営なんでも相談会 ビジネス情報相談会 

特許無料相談会 

11月11日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人 

対象：大人     

11月11日(日)午前10時30分～11時30分 

『子ども論語塾』安岡 定子著 

対象：小学生(保護者も可) 

11月24日(土)午後1時30分～３時 

 古文書入門「多比能実知久佐」 

 講師：中 宏さん 

初めて参加される方は、米子市立図書館までご連絡ください。 

  11月16日(金)午後2時～3時30分  「職場のトラブルと対処法～労働相談の現場から～」 

講師：みなくる労働・雇用相談員，労使ネットとっとり事務局職員 

 予約先：みなくる米子 電話0859-31-8785 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034 

11月★各種相談会 



～11月2日(金)午後4時
「平成30年度鳥取短期大学生活学科住居・デザイン専攻学生製作作品発表展」

主催：鳥取短期大学生活学科

市民ギャラリー
展示ギャラリー

11月21日(水)～
12月9日(日)午後3時

「ロシア語の魅力～国際交流ライブラリー関連展示～」
主催：鳥取県立図書館

市民ギャラリー(11月21日～29日)
展示ギャラリー(12月1日～9日)

11月6日(火)正午～
11日(日)午後3時

「水墨画作品展」
主催：NHK文化センター水墨画(永田)A教室

市民ギャラリー
展示ギャラリー

11月14日(水)～
20日(火)午後3時

「陶芸作品発表会」
主催：老人趣味の作業所陶芸教室

　市民ギャラリー

10月26日(金)～11月8日(木)、図書館利用者アンケートを実施しています。アンケート用紙は館内に置

いてあります。答えていただいたアンケートはカウンターに提出または回収箱に入れてください。図

書館のサービスについてたくさんの意見をお聞かせください。よろしくお願い致します。 

木曜おはなし会 

 
毎週木曜日 午前10時40分～11時30分   

                             

◎1日,8日,15日 担当：ほしのぎんかさん   

◎22日         担当：火曜の会さん  

◎29日       担当：図書館職員  

  ★0才のお子様からご参加頂けます♬ 

       

夕方おはなし会 
11月13日(火)午後4時～ 

★一日の終わりにゆっくり楽しんでみませんか？ 

11月おはなし会♪ 

こころの相談会 

米子市立図書館だよりH30.11月号 -3- 

☆2階ギャラリー展示 場所：図書館2階フロア 

場所：図書館１階おはなしのへや 

行政書士無料相談会 

11月★各種相談会 

    11月14日(水)午後2時～4時 

      場所：米子市立図書館2階ボランティア室 

 

苦しいこと、つらいこと、産業カウンセラーに

話してみませんか？※要事前申込    

 

  予約先：ライフサポートセンターとっとり 

       （平日午前9時30分～午後5時30分） 

           電話0120-82-5858 

          ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-32-5454 

ストーリテリング(語り)の会 
   

  11月17日(土)午前10時30分～ 

      担当：おはなしかごさん 

    ★子どもさんから大人の方まで楽しめます 

  11月10日(土)午前10時～午後２時 

 場所：米子市立図書館1階対面朗読室①② 

                          

相続・遺言・成年後見・交通事故・外国籍の

方の在留(ビザ)・帰化など、行政書士が無料

で相談に応じます。予約は不要です。  

     

   問合先：鳥取県行政書士会事務局 

    電話0857-24-2744 

図書館利用者アンケートにご協力お願いします 



野坂勇作さん、

ありがとうござ

いました(*＾＾

-4- 

 ☆開館時間  平日 火～金 午前９時 ～ 午後７時    土・日・祝日 午前10時～ 午後６時  

  ☆休館日     月曜日・月末（資料整理）・年末年始12月29日～1月3日 

 ☆貸出冊数・期間  ひとり10冊まで・２週間 

 米子市立図書館 電話 0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637  

 eメール jimu5000@yonago-toshokan.jp 

 ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/  所在地〒683-0822米子市中町8番地  

米子市立図書館だよりH30.11月号 

☆図書館2階にある多目的研

修室は、事業がない日のみ

自習室として開放していま

す。 

 

☆多目的研修室(研修室①②)

が使用できない場合、他の

研修室を開放する場合があ

ります。お問合せ下さい。 

 

☆10月現在の予定であり、

変更になることがあります。

ご了承ください。 

 

☆Twitterで当日の研修室開

放状況をお知らせしていま

す。どうぞご利用ください。 

アカウントURL 

htts://www.twitter.com

/yonapon8/ 

ユーザーネーム 

@yonapon8 
   

☆日にちのとなりの印は、

多目的研修室(研修室①②)の

使用の有無です。印がない

米子市立図書館11月行事・自習室カレンダー 

12月の講演会のお知らせ 

「家族が幸せになるために遺言書を 

        書いてみませんか？」 
講師：法テラス鳥取法律事務所常勤弁護士 田坂 一也さん 

ゲスト：よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属 

           鳥取県住みます芸人 ほのまる 

 

参加無料・定員60名 ※事前申込が必要です 

日時：11月18日(日)午後2時～4時 2階多目的研室 

申込先：法テラス鳥取 電話050-3383-5495 

（電話受付時間：平日午前9時～午後5時） 

野坂勇作さんからご著書の寄贈をいただきました 

米子市で在住の絵本作家、野坂勇作さんがご著書の絵本

を寄贈してくださいました!このたび単行本化された

『にゅうどうぐも』と最新作『もやし』という絵本です。

野坂さんの絵本は、大人でも楽しめて学べる絵本がたく

さんあります。ぜひ読んでみてください♪ 

国際交流ライブリー講演会  「ロシア語の魅力」 
          講師：NHKﾛｼｱ語講座講師 黒田 龍之助さん 

※参加無料・申込不要 

日時：12月1日(土)午後2時～4時 2階多目的研室 

問合先：鳥取県立図書館郷土資料課国際交流ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ  

                        電話0857-26-8155 

 

医学図書館講演会 

「知っておきたい糖尿病の知識-原因と治療について-」 
講師：鳥取大学医学部医学科病態解析医学教授 

                          今村 武史さん 

※参加無料・申込不要 

日時：12月2日(日)午後2時～3時30分 2階多目的研修室 

問合先：米子市立図書館  電話0859-22-2612 
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日 月 火 水 木 金 土

1★
おはなし会
(ほしのぎんか)

2× 3×
図書館まつり

4×
図書館まつり
起業経営なんでも相談
会

5×
休館日

6
夕方おはなし会

7 8
おはなし会
(ほしのぎんか)

9◆ 10×
行政書士無料相談会

ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
伯耆文化研究会
つつじ読書会

11
こどものための論語教室

楽しく漢文に学ぶ会

12×
休館日

13■ 14
いきいき長寿音
読教室
こころの相談会

15■
おはなし会
(ほしのぎんか)

16▲
労働ｾﾐﾅｰ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報相
談会

17
ストーリーテリン
グ(おはなしかご)

18▲
法テラス鳥取相続
遺言ｾﾐﾅｰ

19×
休館日

20▲
よなご若者ｻ
ﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ出
張相談

21 22
おはなし会
(火曜の会)

23◆ 24×
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会
郷土文化講演会

25△ 26×
休館日

27
特許無料相談会

28■ 29
おはなし会
(図書館職員)

30×
月末休館日

12/1▲
国際交流ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
講演会

多目的研修室予定
×終日不可(休館日 2日/図書館まつり準備 3日･4日/図書館まつり 10日/ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ,伯耆文化研究会 24日/
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ,郷土文化講演会)　★研修室②終日不可(1日/図書館まつり準備)
▲研修室①②午後不可(20日/研修会 16日/労働ｾﾐﾅｰ 18日/法ﾃﾗｽ鳥取相続遺言ｾﾐﾅｰ 12月1日/国際交流ﾗｲﾌﾞﾗ
ﾘｰ講演会)　◆研修室①②午後5時以降不可(9日･23日/ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰﾃｽﾄ）

△研修室①②午前不可(25日/研修会)　■研修室①のみ午後不可(13日･15日/研修会)

法テラス鳥取相続遺言セミナーのご案内 


