
6月16日(火)、国際ソロプチミスト米子様より図書10万円の

目録の贈呈式がありました。

国際ソロプチミスト米子は29年間にわたり、毎年児童書を寄

贈していただいています。児童室には国際ソロプチミスト米子

寄贈図書コーナーを設置しています。

調べ学習に役立つ資料や絵本等を購入させていただきました。

ありがとうございました。

6月25日(木)、米子錦ライオンズクラブ様より寄贈図書の贈

呈式が行われました。米子錦ライオンズクラブは結成40周年

を記念に12年間にわたり、毎年図書や木製椅子を寄贈してい

ただいています。

今年度は、楽しく学べる児童書16冊を寄贈していただきま

した。ありがとうございました。
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夏休みは図書館で本をかりてみませんか？

国際ソロプチミスト米子様、米子錦ライオンズクラブ様より

児童書の寄贈をしていただきました📖

米子錦ライオンズクラブ様

贈呈式↓

国際ソロプチミスト米子様

贈呈式↓

今年はお家で夏休みを過ごす方が多いのではないでしょうか？図書館には様々なジャンルの本が

あります。夏休みの宿題で調べものをしたり、工作や手芸の本で素敵な作品を作ってみるのもいいで

すね。

鳥取県や米子市のことを調べたいときは、2階郷土資料コーナーに参考となる本があります。米子

市立図書館オリジナルのふるさと米子探検隊と冒険の書も参考にしてみてください。

YA（ヤングアダルト）コーナーではヨナフェスの展示をしています。素敵な読書時間を過ごしてみては

いかがでしょう。

↑冒険の書には郷土に

ついて参考になる図書

のリストがのっているよ📚

（2階郷土資料コーナー）

↑ふるさと米子探検隊は22号まででて

いるよ

ホームぺージでもみられるよ🔎

（1階児童室・2階郷土資料コーナー)

↓1階YAコーナー前の展示ではヨ

ナフェスを開催中🎶

今月から隔月発行されるYA通

信もチェックしてみてね🔎

←1階児童室の展示では夏休みの

宿題をお助けする本や米子市の

パンフレット等を展示しているよ☆

他の棚にも調べものの参考になる

本を置いているよ

本をさがすときや困ったことがあっ

たら司書さんに聞いてみよう！

ビジネス支援☆相談会



★来月はAコース9月8日(火)午後3時～4時

Bコース9月9日(水)午前10時30分～

11時30分開催。

8月20日(木)午前9時から予約申し込みを開始します。(電

話・窓口にて受付)

初心者の方大歓迎。お1人様同月どちらか1コースのみ参加

できます。

Aコース 8月18日(火)

午後3時～4時

Bコース 8月19日(水)

午前10時30分～11時30分

場所:2階多目的研修室

※要事前申込・各コース定員20名

問合先:米子市立図書館

ビジネス支援☆相談会

8月★図書館例会
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💻ビジネス支援はすべて予約申込がいります💻

8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

8月21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

8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

8月13日(木)午後1時30分～3時30分

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

8月1日(土)午後2時～４時

場所:2階研修室③④
『一億三千万人のための「論語」教室』

高橋 源一郎著

8月2日(日) 午後1時30分～３時30分

場所:2階多目的研修室

『論語新釈』宇野 哲人

対象:大人

つつじ読書会

楽しく漢文に学ぶ会

8月2日(日)午前10時30分～11時30分

場所:2階研修室④

『子ども論語塾』安岡 定子著

対象:小学生(保護者も可)

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

８月22日(土）に開催を予定していた

古文書研究会は中止となりました。

✎つつじ読書会・こどものための論語教室・楽しく

漢文に学ぶ会に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📓

8月★各種相談会



“夏の人権ギャラリー展”
～19日(水)

場所:展示ギャラリー
主催:米子市人権政策課 人権情報センター

“鳥取県認定グリーン商品展示会”
１日(土)～26日(日)
場所:市民ギャラリー

主催:鳥取県認定グリーン商品普及促進協議会

新型コロナウィルス感染防止のため当面の間、事前申込制・定員

20名とします。申込方法は、電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・Eﾒｰﾙ・郵送となります。

米子市立図書館では申込受付はしておりません。詳細は、鳥取大学

サイエンスアカデミーのチラシでご確認ください。

✎開催日時 8月22日(土)午前10時30分～正午

✎テーマ 睡眠時無呼吸を放置するとどうなるの？

医学部保健学科検査技術科学専攻病態検査学講座 加藤 雅彦教授

✎申込・問合先 鳥取大学 地域価値創造研究教育機構 地域連携推進室

〒680-8550 鳥取県鳥取市湖山町南4-101

電話0857-31-6777 ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-31-6708

Eﾒｰﾙ koken@ml.adm.tottori-u.ac.jp

※三密を避けた行動、手指消毒、マス

ク着用、マイバック持参にご協力よろ

しくお願いします。

※新型コロナウィルス感染拡大の状況

により、イベント等中止又は内容が変

更となる場合がございます。詳細は、

図書館ホームページまたは予約・問合

先へお問い合わせください。
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2階☆ギャラリー展示 場所:図書館2階ギャラリー

8月★各種相談会

8月12日(水)午後2時～4時

場所：米子市立図書館2階研修室④

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

ﾌｧｸｼｼﾐﾘ0857-32-5454

こころの相談会行政書士無料相談会

8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

8月おはなし会♪

木曜おはなし会

毎週木曜日

午前10時40分～11時30分

場所:2階多目的研修室

◎6日,20日 担当:ほしのぎんかさん

◎13日 担当:図書館職員

◎27日 担当:火曜の会

夕方おはなし会

8月11日(火)午後4時～

場所:2階研修室③④

担当:図書館職員

ストーリーテリング(語り)の会

8月22日(土)午前10時30分～
場所:2階多目的研修室

担当:おはなしかごさん

♪要事前予約申込・先着10組

申込受付はお電話でうけたまわります♬

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子



-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 

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R2.8月号

米子市立図書館8月行事・自習室カレンダー

☆図書館2階多目的研修室①②は、事業がない日のみ自習室として開放しています。

☆新型コロナウィルス感染症拡大予防のため座席数を減らしています。

☆7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

30 ( ) 31 ( ) 2

２階外国書コーナーに立ち寄ってみませんか？

2階外国書コーナーが以前より広く利用しやすくなりまし

た。蔵書も増え、英語以外に中国語・韓国語・ロシア語等、

多言語の本を幅広く取り揃えております。絵本、小説の他

にも新たに日本語学習等、様々なジャンルの本もご用意し

ています。貸出ができますので、2階の外国書コーナーにも

足を運んでみてください。

あの名作を外国

語で読んでみま

せんか？

米子市美術館特別企画展

関連本を展示しています

米子市美術館で7月18日(土)

～8月23日(日)まで開催される

“異才 辻晉堂の陶彫”展の関連

本を2階市民ギャラリー横で展示

しています。閲覧のみのご利用と

なりますが、美術館の展示とあわ

せてお楽しみください。

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× 10×
休館日

11
夕方おはなし
会

12
こころの相談会

13△
おはなし会
(図書館職員)
米子若者ステー
ション出張相談会

14 15

16 17×
休館日

18×
いきいき長寿
音読教室A
コース

19△
いきいき長寿音
読教室Bコース

20×
おはなし会
(ほしのぎんか)

21▲
ビジネス情報相
談会
特許無料相談会

22△
ストーリーテリ
ング(おはなしかご)

23 24×
休館日

25 26 27×
おはなし会
(火曜の会)

28 29△

30×
月末休館日

31×
休館日

9/1▲ 9/2 9/3×
おはなし会
(ほしのぎんか)

9/4 9/5
つつじ読書会

多目的研修室予定

×終日不可(休館日 9日/米子市美術館ワークショップ 18日/研修会.いきいき長寿音読教室Aコース
20日/おはなし会.研修会 27日/おはなし会.研修会 9月3日/おはなし会.研修会)
△研修室①②午前不可(5日.29日/研修会 6日.13日/おはなし会 19日/いきいき長寿音読教室Ｂコー
ス 22日/ストーリーテリング)
▲研修室①②午後不可(2日/楽しく漢文に学ぶ会 7日.21日.9月1日/研修会)
30日(日)31日(月)は2日間休館いたします。


