
認知症の人が安心できる地域をめざして一緒に考えてみませんか？講演のほかに日吉津村

図書館の取組みやグループディスカッションを行います。

講演“認知症になっても安心して暮らせるまちをめざして～今、私にできることは何？～”

講師 吉野 靖子さん（公益社団法人認知症の人と家族の会鳥取県支部相談員、米子市認知症地域支援推進員）

◎日時 7月17日(水) 午後1時～4時30分 ◎場所 米子市立図書館2階研修室

◎申込先 鳥取県立図書館 ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-22-2996 Ｅﾒｰﾙtoshokan@pref.tottori.lg.jp

申込みはFAXまたはEメール、鳥取県立図書館カウンターでお申込みください。

申込締切は7月5日(金)です。定員50名。参加無料。

◎問合先 鳥取県立図書館 電話0857-26-8155

楽しい夏休みに、図書館司書の仕事(本の受入れやカウンターの仕事など)や図書館の活用

方法(調べものをするための知識など）を2日間のコースで学んでみませんか？認定者には認定

証と記念品を贈呈します。詳しい内容は、鳥取県ジュニア司書養成講座のチラシまたは図書館

ホームページをご覧ください。

★日時 令和元年8月1日(土)～2日(日） 午前10時～午後4時

★場所 米子市立図書館2階 研修室

★定員 12名（応募者多数の場合は抽選）

★対象 小学校5年生～中学校3年生 ※2日間全てのコースに参加できる方

★申込方法 往復はがきにてお申込みください。7月9日（火）必着です。

1名につき1枚のはがきでお申し込みください。

★申込先 〒683-0822 米子市中町8

米子市立図書館『ジュニア司書養成講座』係宛

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

★その他 筆記用具・お弁当・水筒をご持参ください。

米子市立図書館 だより
令和元年7月 338号 よなぽん
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7月の伯耆文化研究会は下記の内容で開催いたします。どなたでも参加できますので、

ぜひご参加ください。会員以外の方は資料代200円が必要です。

◎日時 7月13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

◎発表内容 ①「出雲国の鋳物師」 中尾 隆義さん

②「米子城跡第54次調査の成果速報」 佐伯 純也さん

◎問合先 米子市立図書館 電話0859-22-2612

伯耆文化研究会7月例会のご案内

鳥取県ジュニア司書養成講座 参加者募集

オレンジネットワークとっとりワークショップ2019のお知らせ



２階ギャラリーで7月2日(火)～23日(火)開催される「碧川かた

手作り資料展」に合わせて研究会を開催します。参加自由です

のでぜひご参加ください！資料代100円が必要です。

‣日時 7月20日(土)午後1時30分～3時30分

‣場所 米子市立図書館2階研修室

7月10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8月21日(水)開催、初心者か

ら参加可能。7月11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)

7月は1回のみの開催となります

◎7月27日(土)午前10時30分～正午

「電池」講師:工学研究科化学・生物応用工学専攻

教授 坂口 祐樹さん

7月6日(土)午後2時～４時

『銃・病原菌・鉄』(上)後半

ジャレド・ダイアモンド著

草思社

7月19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

7月23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

7月7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

7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R1.7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

7月7日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人 対象:大人

7月7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)

7月27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☆

7月12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

“碧川かた研究会”開催



27日(土)～
8月16日(金)

最終日は午後3時まで

「米子城魅せる！写真展」
主催:米子市文化振興課

市民ギャラリー

2日(火)午後1時
～23日(火)

最終日は午後4時まで

「碧川かた手作り資料展－朝ドラの主人公にしよう―」
主催:碧川かた研究会

市民ギャラリー

24日(水)～
8月18日(日)

「わたしの、あなたの大切な“ひゅーまんらいつ”」
主催:米子市人権情報センター

展示ギャラリー

夕方おはなし会
7月9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？

ストーリーテリング（語り）の会
7月20日（土）

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

　～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

木曜おはなし会

毎週木曜日

午前10時40分～11時30分

◎4日,11日,18日

担当:ほしのぎんかさん

◎25日 担当:火曜の会さん

0才のお子様からご参加頂けます♬

7月おはなし会♪

こころの相談会

米子市立図書館だよりR1.7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

7月★各種相談会

7月10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

7月13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



【ハラスメント防止のための講座B講座】

コミュニケーション編
講師:生涯学習開発財団コーチ

笠木 理恵さん

参加無料、申し込みが必要です！
◎日時 7月5日(金)午後2時～3時30分

◎場所 米子市立図書館2階研修室

◎問合せ＆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R1.7月号

米子市立図書館7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。

☆6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。

労働セミナーのお知らせ

油屋書店さんより児童書や郷土資料を寄贈していただき

ました。長く読み継がれている名作童話や絵本、英語絵

本など約100冊の本がはいりました。主に市内の学校の

支援として提供したいと思います。

ありがとうございました。

日 月 火 水 木 金 土

1× 2◇ 3△ 4
おはなし会
(ほしのぎんか)

5▲
労働セミナー

6
つつじ読書会

7□
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

8×
休館日

9◆
夕方おはなし会

10×
いきいき長寿音
読教室
こころの相談会

11★
おはなし会
(ほしのぎんか)

12
米子若者サポー
トステーション
出張相談会

13▲
行政書士無料相談
会
伯耆文化研究会

14 15×
休館日

16 17×
オレンジネット
ワークとっとり

18
おはなし会
(ほしのぎんか)

19▲
ビジネス情報相
談会

20×
ストーリーテリ
ング(おはなしか

ご)

21▲ 22×
休館日

23 24 25
おはなし会
(火曜の会)

26 27
サイエンス・ア
カデミー
古文書研究会

28 29×
休館日

30▲ 31×
月末休館日

8/1 8/2▲
労働セミナー

8/3☆

多目的研修室予定
×終日不可(休館日　10日,20日/研修会　17日/オレンジネットワークとっとり)
△研修室①②午前不可(3日/研修会)
▲研修室①②午後不可(5日,8月2日/労働セミナー　19日,21日,30日/研修会　13日/伯耆
文化研究会)
□研修室①②～午後2時まで不可(7日/研修会)
◆研修室①②午後5時～不可(9日/研修会準備)
◇研修室①のみ午前11時～不可(2日/研修会)
★研修室①のみ午後不可(11日/研修会)
☆研修室①のみ午前不可(8月3日/研修会)


