
落語やクラシックや歌などの音楽、吟詠や文学…多数のＣＤが仲間

入りしました♪コーナーも少し拡大し、ジャンルごとに分かりやすく

配架しなおしました。本と合わせて10枚2週間の貸出ができます。ぜ

ひ、ご利用ください。

ＣＤのケースが大変壊れやすくなっております。貸出・返却の際は、

お取り扱いの方ご注意ください。

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中止又は内容が変更となる場合がございます。

詳しくは、図書館ホームページまたはお電話でお問い合わせください。

4月23日(木)は子ども読書の日、4月23日(木)～5月12日(火)はこども読書週間です。

米子市立図書館では、4月19日(日)にお話会を、4月18日(土)～5月30日(土)まで展示な

どを行います。この機会に、ご家族皆さんで参加し、読書を楽しんでみませんか？

米子市立図書館 だより
令和2年4月 347号

米子市立図書館だよりR2.4月号

よなぽん
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ハートフルコーナーは、活字による読書が困難な方

(視覚・聴覚に障がいのある方、高齢者の方、肢体不

自由な方や知的・学習障がいのある方など)をはじめ

どなたでも読書が楽しめるコーナーです。

この度、場所が対面朗読室前へ移り、点字絵本や布

絵本、LLブック、DVDなど手に取りやすくなりました。

また、新たに手話や大活字本も置いています。その他

マルチメディアデイジーや録音図書もぜひご利用くだ

さい。ご利用でご不明な点があれば、お気軽に職員ま

でおたずねください。

新しいＣＤが入りました♪

ハートフルコーナーがリニューアルしました！

子ども読書の日イベントのご案内

4月18日(土)～5月30日(土)

🌸こどもにおくる本(児童室展示) 🌸春のわくわく☆本の福袋(なくなり次第終了)

🌸みんなでつくろう！YONA本棚 🌸よなぽんビンゴにちょうせん！

4月19日(日)

🌸手話で楽しむ♪おはなし会(おはなしの部屋 午前10時30分～11時)

ビジネス支援 相談会



ビジネス支援 相談会

4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☆

4月4日(土)午後2時～４時

『天、共に在り』

中村 哲著

4月5日(日) 午後1時30分～３時30分

開催は中止となりました

4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)

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－第3期生－

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。

4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

4月17日(金)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

4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

4月9日(木)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

A火曜日コース 4月8日(水)

午前10時30分～11時30分

B水曜日コース 4月14日(火)

午後3時～4時

※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

A火曜日コース 5月12日(火)午後2時～3時、

B水曜日コース 5月13日(水)午前10時30

分～11時30分開催です。

4月9日(木)午前9時から予約申し込みを開

始します。定員各20名。お1人様、月に1

回いずれかのコースのご参加でお願いいた

します。(電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口で受付）

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止となる場合がございます。その場

合はご連絡いたします。

来月の予約は再度お願いいたします。

4月25日(土)午後1時30分～３時

開催は中止となりました

4月11日(土),4月25日(土)

開催は中止となりました

4月★各種相談会



        24日(金)～5月17日(日)
市民ギャラリー
「児童絵画展」
主催:子育て支援

        ～16日(木)
展示・市民ギャラリー

「LGBT啓発ポスターデザイン応募作品展」
主催:米子市人権政策課 人権情報センター

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、例会・

行事等が急きょ中止となる場合がございます。

詳しくは、図書館ホームページまたはお電話で

お問い合わせください。
ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/

電話 0859-22-2612

4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

◎2日,9日,16日

担当:ほしのぎんかさん

◎23日 担当:火曜の会さん

🌼楽しいお話を聞いて過ごしましょう🌼

夕方おはなし会

4月14日(火)午後4時～

担当:図書館職員
一日の終わりにゆったりとお話をきいてみませんか？

4月おはなし会♪

こころの相談会

米子市立図書館だよりR2.4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

4月★各種相談会

ストーリーテリング(語り)の会

4月18日(土)

午前10時30分～
担当:おはなしかごさん

4月11日(土)

午前10時～午後２時

開催は中止となりました

問合先:鳥取県行政書士会事務局

電話0857-24-2744

「法テラスの日」記念 無料法律相談会

中止のお知らせ

4月12日(日)午前10時30分～午後0時30分

開催は中止となりました

問合先 法テラス鳥取 050-3383-5495

【碧川かた研究会in米子】

✐日時 4月23日(木)午後1時～3時30分

天神町周辺をウォーキングします。ウォーキ

ングに参加されない方は午後2時に来館して

ください

✐場所 多目的研修室③④

✐事前申込不要・資料代100円が必要です

✐問合先 0857-73-1051 四川 幸子さん
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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R2.4月号

米子市立図書館4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。

☆3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。

ホープタウンさん主催イベント「きっずお

しごとたタウン」では、4歳～12歳を対象に

ホープタウン内の店舗で職場体験をします。

体験終了後にお給金の中から税金として

納める体験をおこない、その税金分で、米

子市立図書館に図書を寄贈していただい

ています。

2019年度は児童書16冊、楽しい読み

物の本などを寄贈していただきました。あり

がとうございました。

大塚製薬さんから市民の皆様の健康

を願い、クイズやマンガで、分かりやすく

体のしくみや病気のことを学べる18冊の

児童書を寄贈していただきました。ありが

とうございました。

児童書の寄贈をしていただきました 📚児童コーナーにあるのでかりてみてね📚

日 月 火 水 木 金 土

1 2
おはなし会
(ほしのぎんか)

3 4
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(Bコース)
こころの相談会

9
おはなし会
(ほしのぎんか)

米子若者ス
テーション出
張相談会

10★ 11

12 13×
休館日

14
いきいき音読教
室(Aコース)
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
特許無料相談会

18
ストーリーテリ
ング
(おはなしかご)

19
こどもの読書の日イ
ベント

20×
休館日

21 22 23
おはなし会
(火曜の会)

碧川かた研究
会

24 25×
古文書研究会

26 27×
休館日

28 29 30×
月末休館日

5/1 5/2
つつじ読書会

多目的研修室予定

×終日不可(休館日　25日/米子市美術館)
★研修室①のみ午後不可(10日/研修会)


