
図書館職員が今年度読んだ本でおもしろかった

本やはまった本を１階カウンター前に展示します。

職員のオススメコメントと合わせて読んでみてく

ださい！！
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ＣＤコーナーに新しいＣＤがはいり

ました！なつかしの音楽や朗読、

講演会などいろいろなジャンルの

ＣＤが仲間入りしました♪

本とあわせてかりてみてください。

3月の伯耆文化研究会例会を下記の内容でおこないます。どなたでも参加でき

ますので、ぜひ聞きにきてください。会員以外の方は資料代200円が必要です。

◎日時：3月9日(土) 午後1時30分～午後3時30分

◎場所：2階多目的研修室

◎発表内容：「赤とんぼの母 碧川かたの生涯」 四井 幸子さん

「弓ケ浜 大切戸幻想～弓ケ浜中部は切れていた～」

岩佐 武彦さん

◎問合先：米子市立図書館 電話0859-22-2612

伯耆文化研究会３月例会のご案内

日本写真作家協会・日本写真著作権協会共催

著作権セミナーin米子のご案内

日本写真作家協会と日本写真著作権協会の共催で写真に関する著作権について

のセミナーをおこないます。写真家の棚井文雄さんを講師にお招きして下記の内

容で講演していただきます。聴講無料、先着100人です。

◎日時：3月21日(木・祝) 午後2時～午後3時30分

◎場所：2階多目的研修室

◎講演内容：「ストリートスナップの肖像権と写真家の著作権を学ぶ」

◎講師：写真家 棚井 文雄さん

(日本写真作家協会副会長、日本写真著作権協会運営委員)

◎問合先：日本写真作家協会 電話03-3535-6251

図書館職員の今年度の

マイベストブックを展示します！

新しいＣＤが

はいりました！

ビジネス支援 相談会



3月13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

★来月は4月10日(水)開催、初心者か

ら参加可能。3月14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)
～3月9日(土)は休講いたします～

◎3月23日(土)午前10時30分～正午

「抗体医薬の進歩」

講師：地域価値創造研究教育機構

エクステンション推進室

准教授 清水 克彦さん

3月2日(土)午後2時～４時

『経済と人間の旅』前半

宇沢 弘文著

日本経済新聞出版社

3月15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

3月26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

3月19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

3月3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

3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H31.3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

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

3月3日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人

対象：大人

3月3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)

3月23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。

3月★各種相談会



8日(金)～19日(火)
最終日は

午後3時まで

「米子サン・アビリティーズ　絵画教室・自由画教室作品展」
主催：米子サン・アビリティーズ

市民ギャラリー
展示ギャラリー

23日(土)～
４月5日(金)

「小さな宇宙の写真展～みんなが撮った電顕写真～」
主催：「電子顕微鏡のまち・米子市」推進協力会

市民ギャラリー
展示ギャラリー

3日(日)正午～7日(木)

最終日は
午後5時まで

　　「アトリエ自由ノート展」
主催：鳥取大学医学部アトリエ自由ノート

市民ギャラリー

3月は図書館での相談会はありません

米子市文化ホールで3日(日)
午前10時～午後2時まで開催されます。

詳しいお問合せは鳥取県行政書士会事

務局までお願い致します。

問合先：鳥取県行政書士会事務局

電話0857-24-2744

木曜おはなし会

毎週木曜日

午前10時40分～11時30分

◎7日,14日 担当:ほしのぎんかさん

◎21日 担当:図書館職員

◎28日 担当:火曜の会さん

0才のお子様からご参加頂けます♬

夕方おはなし会

3月12日(火)午後4時～

担当：図書館職員

一日の終わりにゆっくり楽しんでみませんか？

3月おはなし会♪

こころの相談会

米子市立図書館だよりH31.3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

3月★各種相談会

3月13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

3月16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



おとなのためのおはなし会

“聴いてみよう”子どもに語る

ストーリーテリング

◎日時：3月16日(土)午後1時30分～

◎場所：２階研修室③④

◎対象：大人

参加自由です！

３月から新しいサービスがはじまりました。主なサービスをご紹介

します。

☆１階フロアに検索機と貸出機が各１台ずつ増えました。

☆２階参考資料コーナーにデータベースを使った調べもの

ができるパソコンが1台増えました。

☆米子市立図書館ホームページと館内検索機が新しくなり

ました。

その他の新サービスについては米子市立図書館ＨＰ又は館内掲示を

ご覧ください。職員にもお気軽におたずねください。
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☆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H31.3月号

米子市立図書館3月行事・自習室カレンダー

３月からの新サービスのお知らせ

☆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。

☆2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。印がない日は終日開放しています。

おとなのためのおはなし会

月 火 水 木 金 土

1▲ 2×
つつじ読書会

3×
こどものための論
語教室/楽しく漢文
に学ぶ会/起業･経
営なんでも相談会

4×
休館日

5 6 7
おはなし会
(ほしのぎんか)

8 9▲
伯耆文化研究
会例会

10 11×
休館日

12
夕方おはなし
会

13
いきいき長寿
音読教室/こ
ころの相談会

14
おはなし会
(ほしのぎんか)

15
ビジネス情報
相談会

16☆
米子アカデミー/
ストーリーテリン
グ (おはなしかご)/
おとなのためのお
はなし会

17 18×
休館日

19
よなご若者サ
ポートステー
ション出張相
談会

20▲ 21▲
おはなし会
(図書館職員)/
著作権セミ
ナー

22 23☆
米子アカデ
ミー/サイエ
ンス･アカデ
ミー/古文書
研究会

24▲ 25×
休館日

26
特許無料相談
会

27 28
おはなし会
(火曜の会)

29 30

31×
月末休館日

4/1×
休館日

多目的研修室予定
×終日不可(休館日 2日･3日/講演会)
☆研修室①のみ終日不可(16日･23日/米子アカデミー)
▲研修室①②午後不可(1日･20日･21日･24日/研修会 9日/伯耆文化研究会例会)


