
2階市民ギャラリーで2月4日(火)～9日(日)岩佐武彦さんによる

「サハラ砂漠と日本の比較地図展」が開催されます。

サハラ砂漠は、アフリカ大陸の北部にある砂漠です。南北1,700

㎞にわたり、面積は約1,000万㎢、アフリカ大陸の3分の1近くを占

めています(アメリカ合衆国とほぼ同じ面積‼)。

世界最大の砂漠、サハラ砂漠と日本の地域を比較した壮大な展

示となっています。私たちの住む地域も出てきますよ。ぜひ、見

に来てください🐫
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最近、返却された本にタバコの匂いがしみつく、エンピ

ツなどの書き込み、雑誌記事の切り取り、水濡れ、食べ物

や飲み物の汚れなど、本の汚破損の被害が増加しています。

あまりにも状態がひどい場合は同じ本を弁償していただく

場合がございます。

次に借りる方が気持ちよく借りられるよう、一冊の本が

より多くの人に読んでもらえるよう、ご協力よろしくお願

いします。

サハラ砂漠と日本の比較地図展

本が泣いています💧

図書館内のマナー守れていますか？

皆さまに気持ちよく図書館内をご利用いただくため、マナー向上のご協力よろしくお願い

します。

大きな声で話さない
読書を楽しんでいる方の迷惑

になります。小さな声または

館外でお話しください。

雑誌や新聞を独占しない
読みたい方をお待たせしている場

合がございます。一冊(または一

部)ずつ閲覧してください。

ご家族の方はお子さまから

目を離さない

事故防止のため、走ったり大きな声でさ

わぐお子さまには職員が注意させていた

だく場合がございます。

椅子に横になったり、寝ない

他に着席したい方もいっらしゃ

います。体調がすぐれない場合

は職員にお声かけください。

紙は匂いを吸収しやすいため、

あとにのこりしみついてしまします

ページ破れはセロハ

ンテープで修理しな

いでください

ビジネス支援 相談会



ビジネス支援 相談会

2月★図書館例会
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会場：すべて２階研修室

☆ビジネス支援相談会はすべて予約申込がいります☆

2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3月11日(水)開催、初心者

から参加可能。2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)

2月1日(土)午後2時～４時

『それでも人生にイエスと言う』

Ｖ・Ｅ・フランクル著

2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

2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)

2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

2月のサイエンスアカデミーは

開催されません

次回は3月14日(土)開催予定です

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。

2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

2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

2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

2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

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

就農相談会

2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)は、祝日のため開館時間は

午前10時～午後6時です。

2月★各種相談会



        1日(土)～9日(日)　展示ギャラリー
「むきばんだ史跡公園及び

鳥取県内の埋蔵文化財を紹介」
主催:鳥取県立むきばんだ史跡公園

            12日(水)～26日(水)　市民ギャラリー
「JICA海外協力隊にかかる春募集の広報」

主催:鳥取県JICAデスク

            14日(金)～28日(金)　展示ギャラリー
「第25回環日本海拠点都市会議会員都市写真展」

主催:米子市総合政策部地域振興課

2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

昨年９月～11月にかけて、図書館利用者アンケートを実施い

たしました。利用時間や職員の対応、図書館サービスなどの質問

に答えていただきました。その他にも、様々なご要望をいただき

ました。今後の図書館経営に役立てていきたいと思います。たく

さんのご協力、誠にありがとうございました。

なおアンケートの集計結果はどなたでもご覧いただけるように

図書館内に設置、ホームページに公開予定です。

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

0歳のお子様からご参加いただけます♬

夕方おはなし会

2月11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？

2月おはなし会♪

こころの相談会

米子市立図書館だよりR2.2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

2月★各種相談会

2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

ストーリーテリング(語り)の会

2月15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
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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R2.2月号

米子市立図書館2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。

☆1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。

米子市美術館“神々の微笑-小灘一紀絵画のあゆみ”

記念講演会のご案内

日 月 火 水 木 金 土

   1
つつじ読書会

2■
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

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

9
就農相談会

10×
休館日

11
開館時間:午前10
時～午後6時
夕方おはなし会

12
いきいき音読教
室
こころの相談会

13▲
おはなし会
(ほしのぎんか)

14◆
米子若者ステー
ション出張相談
会

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
古文書研究会

23 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×
月末休館日

多目的研修室予定

×終日不可(休館日 5日/研修会 16日/米子市美術館講演会)
■研修室②のみ午後不可(2日/研修会)　△研修室①②午前不可(4日/研修会)
★研修室①午前11時～不可(6日/研修会)　▲研修室①②午後不可(13日/研修会)
◆研修室①午後不可(14日/研修会)　　 ◇研修室①②午前9時～午後4時不可(5日/研修会)

鳥取県出身の画家、小灘一紀さんの企画展を米子市美術館で開催します(2月16日(日)～3月

15日(日)まで)。記念講演会には、講師に小灘一紀さんと土方明司さん(平塚市美術館館長代

理・武蔵野美術大学客員教授)をお迎えします。図書館にも、小灘さんの作品集がございますの

で美術館の展示と一緒にお楽しみください。

◎日時 2月16日(日)午後2時～ ◎場所 米子市立図書館2階多目的研修室

◎定員 120名 ※定員になり次第締め切ります。

◎申込方法 下記の申込先に参加者氏名、代表者連絡先、参加人数を伝えてお申し込みください。

◎申込先＆問合先 米子市美術館 電話0859-34-2424 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-33-0679

ﾒｰﾙart-museum@yonagobunka.net


