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米子市立図書館だよりR4.1月号

野菜作りをはじめ、農業でのお悩み事の解決

に役立つ農文協のＤＶＤが新しく入りました！本

と合わせて貸出できます。ご興味のある方はＤＶ

Ｄコーナーへお立ち寄りください。なお、返却の

際は返却ポストではなくカウンターへお返しくだ

さい。

『直売所名人が教える畑の作業コツと裏ワザ』

全3巻
『直売所名人が教える野菜づくりのコツと裏ワザ』

全4巻

新年あ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。昨年も、感染症

対策をおこないながらの開館で皆様にご不便ご迷惑をおかけしました。

また、様々な講演会や図書館まつり等を縮小しながらも開催することができ、たくさ

んの方にご参加いただきました。ありがとうございました。

本年も皆様に気持ちよく図書館を利用していただけるよう、職員一同努めてまいりま

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

新年のご挨拶

伯耆文化研究会 1月例会のご案内

オススメの農業ＤＶＤが入りました

1月の伯耆文化研究会は“米子荒尾家菩提寺了春寺に伝わる文化財”と題し、文化財主

事・学芸員による出前講座となっております。今回は会員外の方も無料でご参加できます。

ぜひ、ご興味のある方は聞きにきてみてください。

◎日時:1月8日(土)午後1時30分～3時30分 ◎場所:2階多目的研修室 定員60名

◎発表内容

①「史跡 荒尾家墓所と位牌」

大野 哲二さん(とっとり弥生の王国推進課 文化財主事兼係長・歴史遺産担当)

②「了春寺の什物について-書画を中心に-」

大嶋 陽一さん(鳥取県立博物館主任学芸員・近世史担当)

鳥取大学医学部地域医療学講座様から

絵本『わたしのせんせい』を

寄贈していただきました

この度、鳥取大学医学部地域医療学講座

と地元クリエイターとの共同で製作された

絵本『わたしのせんせい』を寄贈していた

だきました。子どもたちに医療を身近に感

じてもらうきっかけとなるように家庭医の

魅力について描かれています。

児童コーナーと一般郷土コーナーに置い

ています。ぜひ、借りてみてください！
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★ビジネス支援相談会★



昨年10月から12月にかけて図書館利用

者アンケートをおこないました。

たくさんの方にご協力いただき、皆様の

ご意見・ご要望を今後の図書館運営に役立

てていきたいと思います。

ありがとうございました。

★ビジネス支援相談会★

☆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💻

古文書研究会

1月22日(土)午後1時30分～
「多比能実知久佐」

講師:近藤 滋さん

1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

1月21日(金)午後1時～3時

予約先:米子市立図書館
1月21日(金)午後1時～4時

予約先:米子市立図書館

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

よなご若者サポートステーション出張相談会

1月9日(日)午後１時～５時
予約先:米子市立図書館

1月8日(土)午後2時～４時
『なぜ世界は存在しないのか』前半

マルクス・ガブリエル著

1月9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

1月9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4期生ー

★次回はAコース2月8日(火)午後3時～4時

Bコース2月9日(水)午前10時30分

～11時30分開催

1月13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 1月11日(火)

午後3時～4時

Bコース 1月12日(水)

午前10時30分～11時30分
※要事前申込・各コース定員20名

問合先:米子市立図書館

いきいき長寿音読教室

1月15日(土)

午後1時30分～3時30分
講師:渡邊 健さん

定員に達しました

和歌から読み解く源氏物語

初めてご参加の方は米子市立図書館までご連絡ください

30日(日)は月末休館日

31日(月)は休館日のため

2日間休館いたします。

米子市立図書館だよりR4.1月号

図書館利用者アンケートにご協力

いただきありがとうございました

★各種相談会★



“「公共職業訓練」紹介ウィークinよなご
～就職に向けて専門スキルを身に付ける～”

13日(木)～19日(水)
主催:鳥取県立産業人材育成センター

“文人達が愛した山陰のいで湯 皆生パネル展示”
23日(日)～2月5日(土)

主催:伯耆書院
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場所:図書館2階ギャラリー

米子市立図書館だよりR4.1月号

★各種相談会★

☆おはなし会☆

ストーリーテリング(語り)の会

1月15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

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

夕方おはなし会

1月11日(火) 午後4時～

担当:図書館職員

1月12日(水)午後2時～4時

場所：米子市立図書館2階研修室③

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

1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。※要事前申込

予約先:鳥取県行政書士会事務局

電話0857-24-2744

行政書士無料相談会

親子ものづくり体験のお知らせ

★2階ギャラリー展示★

小学生でもできる簡単手作りラジオを作ってみ

ませんか？対象は小学生とその保護者です。(小学

生1名につき保護者1名の同伴とさせていただきま

す)参加無料です。たくさんのご参加お待ちしてお

ります！

・日時 1月15日(土)午後1時30分～3時30分

・場所 米子市立図書館2階研修室

・定員 15名(先着順)

・申込先 ポリテクセンター米子(訓練校)

電話0859-27-5115

URL http://www3.jeed.go.jp/yonago/poly/

4日(火)から、児童コーナーで新春

おたのしみ福袋をやっているよ。

福袋の中には本が2冊はいっている

よ。貸出をする時は、カウンターま

で持ってきてね。福袋はなくなり次

第終了するよ。

どんな本が入っているかは借りて

からのお楽しみ♡おみくじもついて

いるから、ぜひ借りてみてね♪

米子市立図書館1月行事カレンダー



サイエンスアカデミーは事前申込制・定員20

名です。申込方法は、鳥取大学へ電話・ﾌｧｸｼﾐ

ﾘ・Eﾒｰﾙ・窓口となります。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をご覧ください。

✎1月8日(土)午前10時30分～正午

「アートが彩る地域医療」

医学部医学科 助教 紙本 美菜子さん

✎1月22日(土)午前10時30分～正午

「認知機能低下を防ぐことはできるのか？」

医学部保健学科 助教 河月 稔さん
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📚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。

※新型コロナウイ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。

☆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・特別資料整理期間・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R4.1月号

米子市立図書館1月行事カレンダー

研修室の開放状況はTwitterで随時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

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子

日 月 火 水 木 金 土
１×

2× 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
●サイエンスアカデミー
●つつじ読書会
●伯耆文化研究会例会

9
●こどものための論語教
室
●楽しく漢文に学ぶ会
●起業・経営なんでも相
談会

10×
休館日

11
●いきいき長寿音読
教室Aコース
●夕方おはなし会
(図書館職員）

12
●いきいき長寿音読
教室Ｂコース
●こころの相談会

13
●おはなし会
(ほしのぎんか）
●よなご若者サポートス
テーション出張無料相談
会

14 15
●ストーリーテリング
(おはなしかご)
●和歌から読み解く源氏
物語
●親子ものづくり体験

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●特許無料相談会

22
●サイエンスアカデ
ミー
●古文書研究会

23 24×
休館日

25 26 27
おはなし会
(火曜の会）

28 29
ぬいぐるみおとまり
会

30×
月末休館日

31×
休館日

2/1 2/2 2/3
おはなし会
(ほしのぎんか）

2/4 2/5
●つつじ読書会

年末年始休館日

年末年始休館


