
年末年始は12月28日(土)～1月3日(金)まで休館となります。

休館中は、図書館入口横にある返却ポストがご利用いただだけ

ます。(米子市役所駐車場をご利用の際は、米子市役所宿直室で

駐車券の処理ができます。)また、インターネットによる本の予

約も可能です。

《知っておきたい花粉症(アレルギー性鼻炎)の知識》

講師:竹内 裕美さん 鳥取大学医学部頭頚部診療科群 主任診療科長 主任教授

3月～4月にかけてのスギ花粉症は患者数も多く国民病の一つになっています。今講演で

は、スギ花粉症を中心に、アレルギー性鼻炎の成り立ちから、疫学、治療などについてお話

していただきます。申し込み不要、どなたでもご参加できます。花粉症シーズンになる前に、

知識を深めてみませんか？

🌲日時 12月14日(土)午後2時～3時30分

🌲場所 米子市立図書館2階多目的研修室

🌲問合先 米子市立図書館 電話0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637
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年末年始の休館日のお知らせ

しまだようこさんによるクリスマスおはなし会☆彡

郷土の絵本作家・しまだようこさんによるクリスマスおはなし会を開催いたし

ます。しまだようこさんオリジナルの絵本の読み聞かせや歌などで一緒に楽しく

盛り上がりましょう♪入場無料、申し込み不要です。（定員50名）たくさんのご

参加お待ちしています！

☆日時 12月22日(日)午前10時30分～11時10分

☆場所 米子市立図書館 2階研修室③④

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

鳥取大学医学図書館・米子市立図書館共催講演会

第13回鳥取県西部地区小・中学生地域研究発表会

この発表会は、鳥取県西部の小・中学生が地域の問題について調査研究したものを発表

してもらう会です。入場無料ですので、ぜひ聞きにきてください。発表会とあわせて、2階

市民ギャラリーで1日(日)～8日(日)まで作品展示をおこないます。そちらもあわせてご覧く

ださい。

◎日時 12月8日(日)午後1時30分～4時30分 ◎場所 米子市立図書館2階多目的研修室

◎問合先 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



「民法改正でどうなる！？相続セミナー」

◎日時 12月7日(土)午後2時～4時 午後1時受付開始

◎場所 米子市立図書館多目的研修室

◎問合先 日本司法支援センター鳥取地方事務所(法テラス鳥取)

電話0570-078357（ナビダイヤル）

IP電話をご利用の場合は電話050-3383-5495へ

ビジネス支援 相談会

12月★図書館例会
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会場：すべて２階研修室

☆すべて予約申込がいります☆

12月20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

12月24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

12月1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

12月13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

12月11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1月8日(水)開催、初心者か

ら参加可能。12月12日(木)午前9時

から予約申し込みを開始します。

12月7日(土)午後2時～４時

『献灯使』

多和田 葉子著 講談社

12月1日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人 対象:大人

12月1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)

12月21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

つつじ読書会

古文書研究会

楽しく漢文に学ぶ会

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

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子

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。

12月14日(土)午前10時30分～正午

「スギと日本人」

講師:智頭の山人塾 塾長

元鳥取大学乾燥地研究センター特任教授

山本 福壽さん

12月は1回のみの開催です

相続セミナー

参加無料、事前申込不要

当日先着受付順 40名

12月★各種相談会



                  ～8日(日)　　展示ギャラリー
「米子市立図書館POPコンテスト作品展示」

主催:米子市立図書館

   1日(日)～8日(日)　　市民ギャラリー
「第13回鳥取県西部地区小・中学生

地域研究発表会展示」
主催:伯耆文化研究会

                11日(水)～17日(火)
市民ギャラリー＆展示ギャラリー

「“就職に向けて専門スキルを身につける”展示」
主催:鳥取県立産業人材育成センター

19日(木)午前11時～27日(金)午後4時まで
市民ギャラリー

「ころ璃展示」(手織り体験あり)
主催:ころ璃

12月11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

木曜おはなし会

毎週木曜日

午前10時40分～11時30分

◎5日,12日,19日

担当:ほしのぎんかさん

◎26日 担当:火曜の会さん

0歳のお子様からご参加いただけます♬

夕方おはなし会

12月10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？

12月おはなし会♪

こころの相談会

☆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

12月★各種相談会

12月14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

12月21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

親子ものづくり体験 組子のコースターをつくろう！
☆日時 12月14日(土) 午後１時30分～4時30分

☆場所 米子市立図書館研修室③

☆定員 30名（事前申し込みの方が優先ですが、定員に空き

がある場合は、1時間ごとに先着順です。）

☆問合先＆申込先 ポリテクセンター米子(訓練課）

電話0859-27-5115

オシャレで簡単にできる組子のコー

スターを作りませんか？

参加無料ですので親子でご参加く

ださい！

米子市立図書館だよりR1.12月号
-3-



-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R1.12月号

米子市立図書館12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。

☆11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。

今年も図書館まつりを、11月2日(土)、3

日(日)におこないました。たくさんの方が来

館され、古本市やおはなし会、ワークショッ

プなどを楽しんでいました。

図書館まつりを開催しました！

おはなし会

楽しいお話や手遊び

日 月 火 水 木 金 土

1× 2×
休館日

3△ 4 5
おはなし会
(ほしのぎんか)

6□ 7▲
つつじ読書会
相続セミナー

8▲
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
鳥取県西部地区小・中
学生地域研究発表会

9×
休館日

10
夕方おはなし会

11
いきいき音読教
室
こころの相談会
第2回文化教養講
座

12
おはなし会
(ほしのぎんか)

13
米子若者ステー
ション出張相談
会

14▲
行政書士無料相談
会
サイエンスアカデ
ミー
鳥取大学医学図書
館共催講演会

15 16×
休館日

17 18 19
おはなし会
(ほしのぎんか)

20
ビジネス情報相
談会

21
ストーリーテリ
ング
(おはなしかご)

古文書研究会

22
しまだようこさんク
リスマスおはなし会

23×
休館日

24 25 26
おはなし会
(火曜の会)

27 28×
月末休館日

29× 30× 31× 1/1× 1/2× 1/3× 1/4
午前10時～開館

多目的研修室予定
×終日不可(休館日 1日/研修会 29日～1月3日/年末年始休館日)
△研修室①②午前11時～不可(3日/子どもと本をつなぐ講座）
□研修室①②午前9時～午後1時まで不可(6日/研修室)
▲研修室①②午後不可(7日/相続セミナー 8日/鳥取県西部地区小・中学生地域研究発表
会 14日/鳥取大学医学図書館共催講演会)

年末年始休館日12/29～1/3


