
米子高専による文化セミナーの第3回目が下記の内容で開催されます。今回は、現代の

子どもの遊び方やその環境の変化を、過去と比較しながらお話していただきます。参加無

料ですので、お気軽にご参加ください。

◎日時 10月20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 「子どもの遊び方、遊び場環境の変化」講師:建築学科 天野 圭子さん

◎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

7日(月）～16日(水)は、全蔵書約30万冊を点検し、紛失資料の確認や所蔵場所の修正等をす

るため休館いたします。長期の休館となり、大変ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い致します。

米子市立図書館 だより
令和元年10月 341号

米子市立図書館だよりR1.10月号

よなぽん
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みんなにおススメしたいと思う本をPOPで紹介してみませんか？POPとは....ステキな文やイ

ラストで興味をひき、本を手に取るきっかけになる小さなカードのことです。こども・ヤングア

ダルト・大人の3部門で募集します。優秀賞には景品もありますよ!！詳しくは図書館内に置
いてあるチラシまたはホームページをご覧ください。たくさんのご応募おまちしています♪

📖募集部門 こども部門:小学生以下 ヤングアダルト部門:中学生・高校生

大人部門:大学生・一般 ※お1人1作品まで

📖応募期限 11月3日(日)消印有効

📖申込方法 米子市立図書館に持参または郵送

📖問合先 米子市立図書館 〒683-0822 米子市中町8番地

電話0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

📖その他 選考結果は11月12日(火)ホームページで発表します。

受賞者のみ郵送でご連絡します。

応募していただいた作品は全て2階展示ギャラリーで展示します。

展示期間は11月15日(金)～12月8日(日)です。

受賞者の皆さまは表彰式にご参加ください。(11月24日(日)午後2時～)

POPコンテスト2019 ご応募お待ちしています

2019年度 米子高専 文化セミナー(第3回目)のご案内

特別資料整理期間 7日(月)～16日(水)のお知らせ

～休館中のご利用について～

●本の返却とインターネットからの図書予約がご利用頂けます。

●本の返却は、図書館玄関横の返却ポストをご利用ください。

●米子市役所駐車場をご利用の際は、米子市役所総合窓口、宿直室、美術館で

ビジネス支援 相談会



10月5日(土)午後2時～４時

『博士の愛した数式』

小川 洋子著 新潮社

図書館の利用に関するアンケートを実施しています。アンケート用紙と回収箱を館内3か所に設置し

ています。今後の図書館運営についての参考にしたいと思いますのでご意見、要望等お聞かせください。

ご協力よろしくお願い致します。

10月は特別資料整理期間のためお休みです
★来月は11月13日(水)開催、初心者から参加

可能。9月12日(木)午前9時から予約申し込み

受付中です。(電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口にて受付)

10月は1回のみの開催です

10月26日(土)午前10時30分～正午

「未定」

ビジネス支援 相談会

10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R1.10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

10月6日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人 対象:大人

10月6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)

10月26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☆

10月18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

10月29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

10月6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

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

10月4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

図書館アンケートのご協力お願い

10月★各種相談会



～4日(金)市民ギャラリー
「JICA海外協力隊秋募集広報」

主催:鳥取県JICAデスク

17日(木)～11月8日(金)市民ギャラリー
「労働の法律やルールに関するパネル展」

主催:鳥取県労働福祉協議会

19日(土)午後～27日(日)展示ギャラリー
「水墨画作品展」

主催:NHK文化センター水墨画永田教室Ａ
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木曜おはなし会

毎週木曜日

午前10時40分～11時30分

◎3日,17日 担当:ほしのぎんかさん

◎24日 担当:火曜の会さん

10日は特別資料整理期間のため

お休みです

夕方おはなし会
10月は特別資料整理期間のためお休みです

次回は11月12日(火)午後4時～

担当:図書館職員

10月おはなし会♪

こころの相談会

米子市立図書館だよりR1.10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

10月★各種相談会

10月2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

10月19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

ストーリーテリング(語り)の会

10月19日（土）10時30分～

次回は11月23日(土)午前10時30分～
担当:おはなしかごさん
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“職場でトラブルにあった時”

講師:みなくる相談員、労使ネットとっとり事務局職員

参加無料、申し込みが必要です！
◎日時 10月18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R1.10月号

米子市立図書館10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。

☆9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 第2回米子市消費生活セミナー

“知っておきたい相続法改正のポイント”

講師:島根大学大学院法務研究科

山下 祐貴子さん

参加無料、申し込み不要です！
◎日時 10月26日(土)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 米子市役所 生活年金課

電話0859-23-5378

日 月 火 水 木 金 土

　 1 2△
こころの相談会

3×
おはなし会
(ほしのぎんか)

4×
よなご若者ｻ
ﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ出
張相談会

5×
つつじ読書会

6▲
こども論語教室
楽しく漢文に学ぶ会
起業経営なんでも相談
会

7× 8× 9× 10× 11× 12×

13× 14× 15× 16× 17■
おはなし会
(ほしのぎんか)

18▲
ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報相
談会
労働ｾﾐﾅｰ

19★
行政書士無料相
談会

20△
米子高専文化ｾﾐﾅｰ

21×
休館日

22 23 24
おはなし会
(火曜の会)

25 26▲
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会
米子市消費生活ｾ
ﾐﾅｰ

27 28×
休館日

29▲
特許無料相談
会

30× 31×
月末休館日

11/1× 11/2×
図書館まつり

多目的研修室予定

×終日不可(休館日 3日･4日･5日･30日/研修会 7日～16日/特別資料整理期間 11月1日/図書館まつ
り準備　11月2日～3日/図書館まつり)
▲研修室①②午後不可(2日･6日･29日/研修会　18日/労働ｾﾐﾅｰ 26日/米子市消費生活ｾﾐﾅｰ)
△研修室①②午前不可(20日/米子高専文化ｾﾐﾅｰ)
■研修室①のみ午後不可(17日/研修会)　　　　★研修室②のみ午後不可(19日/研修会)
～11月2日(土)3日(日)は図書館まつりを開催いたします！！～

特別資料整理期間(蔵書点検)休館

特別資料整理期間(蔵書点検)休館


