
録音図書を知っていますか？およそ5万点の音声データから、お好き

な作品をお選びいただき、専用の携帯プレーヤーで録音して貸出する

サービスです。この度、携帯プレーヤーの台数を増やし、より多くの方

に利用していただけるようになりました。新作の本も豊富にご用意して

おります。貸出期間は2週間です。ご利用には申請登録が必要ですので、

お気軽にご相談ください。

携帯プレーヤ―は黄緑の袋に入れて貸出しています→

11月7日(土),8日(日)に予定しておりました図書館まつりですが、開催を中止することになりま

した。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ご来場いただく市民の皆様の健康や安全面等を第

一に考えた結果、このような決定をさせていただきました。開催を楽しみにされていた皆様には

お詫びを申し上げるとともに、ご理解をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

また、古本市の中止により、古本の保管場所が確保困難なため郷土資料以外の本の受け取

りを当面の間お断りしております。寄贈資料の取り扱いについては、米子市立図書館に一任し

てくださることをご了承いただいた上で受領します。

今後ともご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

📚寄贈対象資料📚

鳥取県内及び米子市に在住又はゆかりのある作者の著作物

鳥取県及び米子市に関する資料、行政資料

山陰（鳥取・島根）に関する資料

米子市立図書館 だより
令和2年10月 353号

米子市立図書館だよりR2.10月号

よなぽん
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特別資料整理期間のため、5日(月)～14日(水)まで休館いたします

上記の10日間は、米子市立図書館条例に基づく特別資料整

理期間（蔵書点検）のため、図書館は休館となります。この

期間に所蔵資料の点検を行い、紛失資料の確認や、大規模な

資料整理を行います。長期の休館となり、皆様には大変ご不

便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

～休館中のご利用について～

●本の返却とインターネットからの図書予約がご利用頂けます。

●本の返却は、図書館玄関横の返却ポストをご利用ください。

●米子市役所駐車場をご利用の際は、米子市役所総合窓口、宿直室、美術館で駐車券の処

理を行います。

録音図書を利用してみませんか

図書館まつり開催中止・本のご寄贈について

←昨年度 書庫の本を点検している様子

ビジネス支援☆相談会



10月は特別資料整理期間中のため開催されません

★次回はAコース11月10日(火)午後3時～4時

Bコース11月11日(水)午前10時30分～

11時30分開催。

予約申し込みを開始しています。(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。

ビジネス支援☆相談会

10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💻

10月3日(土)

午後2時～４時
『方丈記私記』

堀田善衛著 筑摩書房

10月4日(日) 

午後1時30分～３時30分

『菜根譚』 洪自誠著

対象:大人

つつじ読書会

楽しく漢文に学ぶ会

10月4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)

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

10月24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📓

10月16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

10月16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

10月4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

10月15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

POPコンテスト２０２０

作品まだまだ募集中です！！

たくさんのご応募

お待ちしております

締切11月1日

10月★各種相談会



“日野川フォトコンテスト作品展”
場所:市民ギャラリー
16日(金)～25日(日)

“ブックインとっとり2020地方出版
文化功労賞・全国各地の本展”

場所:市民ギャラリー
28日(水)～11月4日(水)午後4時まで

“鳥取県西部地震20年
関連展示展”

場所:展示ギャラリー
28日(水)～11月10日(火)

～肩こりの対処方法～

※参加無料・要申込

日時 10月17日(土)

午前10時30分～11時30分

問合せ＆申込先

YMCA米子医療福祉専門学校

電話0859-35-3181

Eﾒｰﾙxxyonago@hiroshimaymca.org

10月17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。

※要事前申込

予約先:鳥取県行政書士会事務局

電話0857-24-2744

事前申込制・定員20名です。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

立図書館での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

ご覧ください。10日(土)は特別資料整理期間中

のためお休みです。
✎10月24日(土)午前10時～正午
「放射線の恩恵と危険性‐医療における放射線について‐」

山下 栄次郎 診療放射線技師長
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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

10月★各種相談会

10月21日(水)午後2時～4時

場所：米子市立図書館2階ボランティア室

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

ﾌｧｸｼｼﾐﾘ0857-32-5454

こころの相談会行政書士無料相談会

10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

◎1日,15日 担当:ほしのぎんかさん

◎22日 担当:火曜の会さん

◎29日 担当:図書館職員

※特別資料整理期間のため

8日はお休みです

夕方おはなし会

※特別資料整理期間のためお休みです

ストーリーテリング(語り)の会

10月17日(土)午前10時30分～
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 YMCA米子第3回市民公開講座



★図書館からのお願い★
※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。

※図書館へ来館する前にご自宅で検温のご協力

をお願いします。37.5℃以上の方は来館を控え

ていただくようお願い致します。

※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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☆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R2.10月号

米子市立図書館10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。

☆9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

貴重な郷土資料と図書の寄贈を

していただきました

日 月 火 水 木 金 土

1□
おはなし会
(ほしのぎんか)

2△ 3△
つつじ読書会

4▲
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

5×
休館日

6×
休館日

7×
休館日

8×
休館日

9×
休館日

10×
休館日

11×
休館日

12×
休館日

13×
休館日

14×
休館日

15×
おはなし会
(ほしのぎんか)

16×
ビジネス情報相談
会
特許無料相談会

17△
行政書士無料相談
会
ストーリーテリン
グ(おはなしかご)

18△ 19×
休館日

20 21△
こころの相談会

22△
おはなし会
(火曜の会)

23 24
サイエンスアカデ
ミー

25 26×
休館日

27★ 28△ 29△
おはなし会
(図書館職員)

30△ 31×
月末休館日

多目的研修室予定

×終日不可(休館日 5日～14日/特別資料整理期間 15日/おはなし会.労働セミナー 16日/学校見学会.研修会 )
△研修室①②午前不可(2日.3日/研修会 17日/YMCA米子第3回市民公開講座 18日/高専セミナー 21日.28日.30
日/学校見学会 22日.29日/おはなし会)
▲研修室①②午後不可(2日/研修会　4日/楽しく漢文に学ぶ会 )
□研修室①②午前不可.②のみ午後4時まで不可(1日/おはなし会.図書館友の会)
★研修室①②午後5時まで不可(27日/学校見学会)

特別資料整理期間(蔵書点検)休館

特別資料整理期間(蔵書点検)休館

埼玉県所沢市にお住まいの本池悟様から米子

市にゆかりのある人物の古葉書と図書１万円分

の寄贈をしていただきました。

古葉書は、当館の書庫で貴重な郷土資料とし

て保存活用させていただきます。図書は郷土の

資料を中心に受け入れさせていただきました。

この度は、大変貴重な資料の寄贈を

誠にありがとうございました。


