
『ストーリーテリングを子どもたちに
～おはなしって楽しい！～』

語り手 平田 美恵子さん

対象:大人 定員70名 参加無料

♪日時 6月14日(金)午後4時～5時

♪場所 米子市立図書館2階研修室

♪受付申込 チラシ裏面の申込用紙に

ご記入の上お申込みください

締切6月7日(金)

♪主催 米子おはなしかご

♪共催 米子市立図書館

♪問合先 米子おはなしかご

TEL0859-32-1877

今年もぬいぐるみおとまり会をおこないます！お気に入りのぬいぐるみといっ

しょにおはなし会を聞いたあと、ぬいぐるみを図書館におとまりさせてみません

か？夜の図書館でどんなふうにすごすのかな。詳細は、ぬいぐるみおとまり会のチ

ラシまたはホームページをごらんください。先着30名です☆♪

☆日時 6月29日(土)午後3時～4時

☆場所 米子市立図書館2階 第③④研修室

☆受付申込 6月8日(土)から申込用紙にご記入の上カウンターまたは

FAXにてお申込みください。

☆問合先 米子市立図書館 TEL0859-22-2612 FAX0859-22-2637

この度、米子錦ライオンズクラブさん、

国際ソロプチミスト米子さんよりそれぞれ

児童書の寄贈があり、贈呈式が行われまし

た。調べ学習に役立つ本や楽しい読み物の

本をたくさん寄贈していただきました。あ

りがとうございました。

米子市立図書館 だより
令和元年6月 337号

米子市立図書館だよりR1.6月号

よなぽん
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今年度、米子高専による文化セミナーが4回シリーズで開催されます。第2回目は

下記の内容でおこないます。参加無料ですので、お気軽にご参加ください。

◎日時 6月23日(日)午前10時30分～12時30分

◎場所 米子市立図書館 2階多目的研修室

◎講演内容 「酸⁉アルカリ⁉汚れと洗剤の種類」

講師:物質工学科 須﨑 萌実さん

◎主催 米子工業高等専門学校 ◎共催 米子市立図書館

◎問合先 米子高専図書館 TEL0859-24-5028

ぬいぐるみおとまり会のお知らせ☆彡

2019年度 米子高専 文化セミナー（第２回目）のご案内

おはなしかご

スペシャルのお知らせ

↑昨年の様子

↑児童コーナーに展示しています。

貸出できます！！

ビジネス支援 相談会



6月9日(日)午前10時～午後3時

予約先:鳥取県農業農村担い手育成

電話0859-31-9644

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-35-0198

6月12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7月10日(水)開催、初心者か

ら参加可能。6月13日(木)午前9時か

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)
◎6月8日(土)午前10時30分～正午

「青色発光ダイオード、半導体」

講師:工学研究科情報エレクトロニクス専攻

教授 市野 邦男さん

◎6月22日(土)午前10時30分～正午

「通信について」

講師:工学研究科情報エレクトロニクス専攻

教授 中川 匡夫さん

6月1日(土)午後2時～４時

『銃・病原菌・鉄』(上)前半

ジャレド・ダイアモンド著

草思社

6月21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

6月25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

6月2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

6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3期生ー

いきいき長寿音読教室

米子市立図書館だよりR1.6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

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

6月2日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人

対象:大人

6月2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)

6月22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。

☆すべて予約申込がいります☆

就農相談会

6月14日(金)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0859-21-5678

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-5679

よなご若者サポート

ステーション出張相談会



11日(火)
～7月2日(火)

「JICA海外協力隊活動写真パネル展示」
主催:鳥取県JICAデスク

展示ギャラリー

14日(金)
～25日(火)

「エシカル・アート展～児童養護施設
光徳子供学園子供達の作品展～」

主催:つながるSKK48
市民ギャラリー

　～8日(土)
最終日は午後5時

まで

「かめ＆りえ作品展“イラストとちっちゃい人形たち”」
主催:岩佐美保さん・稲倉里絵さん

市民ギャラリー
展示ギャラリー

木曜おはなし会

毎週木曜日 午前10時40分～11時30分

◎6日,13日,20日 担当:ほしのぎんかさん

◎27日 担当:火曜の会さん

夕方おはなし会

6月11日(火)午後4時～
担当:図書館職員

6月おはなし会♪

こころの相談会

米子市立図書館だよりR1.6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

行政書士無料相談会

6月★各種相談会

6月12日(水)午後2時～4時

場所：米子市立図書館2階特設文庫閲覧室

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

6月8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

おはなしかごスペシャル

6月15日(土)
担当:おはなしかごさん

◎午前10時30分～10時45分

小さい子の時間(2才以上と保護者対象)

◎午前11時15分～11時45分
大きい子の時間(小学2年生以上と保護者対象)

申込が必要です。詳細は、館内に設置してある

チラシまたはホームページをごらんください。



【ハラスメント防止のための講座A講座】

アンガーマネジメント編
講師:アンガーマネジメント協会コンサルタント

笠木 理恵さん

参加無料、申し込みが必要です！
◎日時 6月14日(金)午後2時～3時30分

◎場所 米子市立図書館2階研修室

◎お問合＆申込先 みなくる米子

電話0859-31-8785

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034
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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R1.6月号

米子市立図書館6月行事・自習室カレンダー

☆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。

☆5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。

労働セミナーのご案内 子ども読書の日イベント報告

4月20日(土)～5月30日(木)まで、こ

ども読書週間に関連したイベントを行い

ました。

4月21日(日)は、英語でお話会や絵本

でカルタ大会、ワークショップを行い、

たくさんの人に楽しんでもらいました。

その他にも、本の福袋やクイズラリー、

みんなのおススメの本を紹介するコー

ナーなど小さい子から大きい子まで本に

親しんでもらえたイベントとなりました。

日 月 火 水 木 金 土

1★
つつじ読書会
図書館友の会総会

2
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

3×
休館日

4 5 6
おはなし会
(ほしのぎんか)

7 8
行政書士無料相
談会
サイエンス・ア
カデミー

9
就農相談会

10×
休館日

11
夕方おはなし会

12
いきいき長寿
音読教室
こころの相談
会

13▲
おはなし会
(ほしのぎんか)

14▲
おはなしかごス
ペシャル
米子若者サポー
トステーション
出張相談会
労働セミナー

15▲
ストーリーテリ
ング(おはなしか
ご)

16 17×
休館日

18 19 20▲
おはなし会
(ほしのぎんか)

21△
ビジネス情報相
談会

22
サイエンス・ア
カデミー
古文書研究会

23△
米子高専文化セミ
ナー

24×
休館日

25▲
特許無料相談会

26▲ 27
おはなし会
(火曜の会)

28 29■

30×
月末休館日

7/1×
休館日

7/2☆ 7/3 7/4
おはなし会
(ほしのぎんか)

7/5▲
労働セミナー

7/6
つつじ読書会

多目的研修室予定
×終日不可(休館日)
▲研修室①②午後不可(13日・15日・20日・25日・26日/研修会　14日・7月5日/労働セミ
ナー)△研修室①②午前不可(21日/研修会　23日/米子高専文化セミナー）
★研修室①のみ午後不可(1日/図書館友の会総会)
■研修室②のみ午後不可(29日/研修会)☆研修室①のみ午前11時～不可(7月2日/研修会)
～30日(日)7月1日(月)は2日間休館いたします～


