
本でひらこう世界への扉

ノスタルジーと熱狂 ロシアとロシア文化を考える

講師:亀山 郁夫さん 名古屋外国語大学学長

今年度も鳥取県立図書館・倉吉市立図書館・米子市立図書館の3館で環日本海諸国の言語や文

化についての講演会を開催します。当館では、亀山郁夫さんを講師にお迎えして、ロシアの文化

的魅力の源についてお話ししていただきます。入場無料、申込不要です。今講演会を通じて、世

界の魅力に触れてみませんか？

☆日時 1月25日(土)午後2時～4時

☆場所 米子市立図書館2階多目的研修室

☆問合先 鳥取県立図書館 電話0857-26-8155 ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-22-2996

📕4日(土)～30日(木)まで2階市民ギャラリーで図書の展示をいたします。

こちらもあわせてお楽しみください。
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館長挨拶

新年明けましておめでとうございます。

日頃より多くの方に図書館をご利用いただきありがとうございます。

おかげさまでリニューアルオープンから約6年が経ち、年々来館者数や貸出冊数が増え続けております。昨

年は、様々なイベントや講演会、図書館司書がオススメの本を展示するコーナーなど多くの方に関心をもって

いただけるよう努めてまいりました。

今後も皆さまの心を“ジャッカル”しつづけ、さらに愛される図書館を目指して、職員一同“ONE TEAM”で邁進し

ていきたいと思いますので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

本年もよろしくお願いいたします

図書館職員一同

1月の伯耆文化研究会例会は、下記の内容で開催いたします。参加無料、申込不要ですので、

ご興味のある方はぜひご参加ください。会員外の方は、資料代200円必要です。

◎日時 1月11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

「外浜産業道路のロードサイド店舗立地について」 篠田 建三さん

「城下町米子～古きをたずねて新しきを知る」 國田 俊雄さん

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

伯耆文化研究会例会のお知らせ

国際交流ライブラリー講演会のご案内

ビジネス支援 相談会



ビジネス支援 相談会

1月★図書館例会
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会場：すべて２階研修室

☆ビジネス支援はすべて予約申込がいります☆

1月17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

1月28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

1月5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

1月10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

1月8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2月12日(水)開催、初心者

から参加可能。1月9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)

1月4日(土)午後2時～４時

『津田梅子』

大庭 みな子著 朝日新聞出版

1月5日(日) 午後1時30分～３時30分

『論語新釈』宇野 哲人 対象:大人

1月5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)

1月25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

1月25日(土)午前10時30分～正午

シリーズ身近な心理学に触れる

「『悲しむ』という営み

～人が人であり続けるということ～」

講師:医学部保健学科 准教授

安藤 泰至さん

※予約不要 ライブ中継になります

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3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。

1月★各種相談会



                  4日(土)～30日(木)　市民ギャラリー
「国際交流ライブラリー講演会関連図書展示」

主催:鳥取県立図書館

            ～12日(日)　展示ギャラリー
「子育て川柳コンテスト

受賞作品の展示」
主催:鳥取県子育て・人財局 子育て王国課

寒い日が続く中、図書館に来館していただ

きありがとうございます。館内は暖房がついて

いますので、防寒着等を脱いでお過ごしの方

も多いようです。お帰りの際にはマフラー、

手袋、帽子等のお忘れ物がないか確認して

お帰りください。お忘れ物の保管もしていま

すので、お気軽にお問い合わせください。

〝カミングアウトと向き合うために〟※入場無料

講師:砂川 秀樹さん
文化人類学者 カラフル・ティーンズ(新聞コラム)執筆者

◎日時 1月24日(金)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

◎申込方法 1月17日(金)までに参加申込書をご記入の上、

ﾌｧｸｼﾐﾘまたはEﾒｰﾙでお申し込みください

◎申込先＆問合先

鳥取県総務部人権局人権・同和対策課 人権啓発担当

電話0857-26-7121 ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-26-8138

Eﾒｰﾙjinken@pref.tottori.lg.jp

1月8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

◎9日,16日

担当:ほしのぎんかさん

◎23日 担当:火曜の会さん

◎30日 担当:図書館職員
0歳のお子様からご参加いただけます♬

夕方おはなし会

1月14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？

1月おはなし会♪

こころの相談会
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☆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

1月★各種相談会

1月11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

1月18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

性的マイノリティ（LGBT)研修会 お忘れ物はございませんか？
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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R2.1月号

米子市立図書館1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。

☆12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。

まちづくりシンポジウム 生活文化創造都市フォーラム「米子地域会議」

“米子の歴史と文化を活かした「住んで楽しいまち」の創造”をテーマに、米子のまちづくりのあ

り方や未来に関する講演会とディスカッションを開催いたします。入場無料、申込が必要です。定員

は100名、申込み締切は1月22日(水)です。

🏯日時 1月29日(水)午後2時～4時40分 🏯場所 米子市立図書館2階多目的研修室

🏯申込方法 参加申込書に必要事項をお書きの上、ﾌｧｸｼﾐﾘまたはWebからお申込みください。

🏯申込先 米子商工会議所 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-1897 米子市 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-23-5414

Webﾌｫｰﾑhttps://www.japanfashion.or.jp/seminar/yonago_bossyu/

🏯問合先 米子商工会議所 総務企画課 電話0859-22-5131

米子市 経済部文化観光局 電話0859-23-5554

一般社団法人日本ファッション協会 電話03-3295-1311

日 月 火 水 木 金 土

1× 2× 3× 4
午前10時～開館
つつじ読書会

5
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

6×
休館日

7 8▲
いきいき音読教
室
こころの相談会

9×
おはなし会
(ほしのぎんか)

10
米子若者ステー
ション出張相談
会

11▲
行政書士無料相談
会
伯耆文化研究会例
会

12 13×
休館日

14
夕方おはなし会

15 16
おはなし会
(ほしのぎんか)

17
ビジネス情報相
談会

18
ストーリーテリ
ング(おはなしか
ご)

19 20×
休館日

21 22 23
おはなし会
(火曜の会)

24×
性的マイノリ
ティ研修会

25▲
サイエンスアカデ
ミー
国際交流ライブラ
リー講演会
古文書研究会

26 27×
休館日

28
特許無料相談
会

29▲ 30▲
おはなし会
（図書館職員）

31×
月末休館日

2/1
つつじ読書会

多目的研修室予定

×終日不可(休館日 1日～3日/年始休館日 9日/研修会 24日/性的マイノリティ研修会)
▲研修室①②午後不可(8日.29日.30日/研修会 11日/伯耆文化研究会例会 25日/国際交流ライブラ
リー)

年末年始休館日～1/3


