
夏休みの調べ物学習や読み物に図書館の資料を活用し

てみませんか？

米子について学びたいときは2階の郷土資料室の資料

やふるさとよなご探検隊等を参考にしてみてください。

1階児童室には自由研究や工作、課題図書の展示もして

いますよ。

また、よなぽんからの挑戦状も開催中！ご家族で楽し

んで謎解きに挑戦してみてくださいね😊

この度、国際ソロプチミスト米子様から米子市立図書館に

10万円相当の図書の贈呈がありました。国際ソロプチミスト

米子様は長年、女性と子どもの地位の向上のために様々な活動

をしています。米子市立図書館には31年に渡り、児童図書や

書架、キッズソファ等を寄贈して頂いています。寄贈していた

だいた児童書は1階児童室の国際ソロプチミスト米子寄贈図書

コーナーに配架しています。ぜひ、ご覧ください。国際ソロプ

チミスト米子様、大変ありがとうございました。

米子工業高等専門学校名誉教授の酒井康宏さんは、この度『ジョン・スタインベックの文学「ケルトの薄

明」の魔法』を出版されました。この出版を記念して、米子市立図書館で酒井さんの講演会を開催します。

魔法や妖精についても詳しく触れながら、スタインベック作品について楽しく読み解きます。講演中、講師

の酒井さん自ら、鍵盤を使ってケルト音楽を演奏されるミニ音楽会もあります。ぜひお聞きください。この

秋、文学と音楽を楽しみながら、ケルト文化の旅へ出かけてみませんか。

講師 米子工業高等専門学校名誉教授 酒井 康宏氏

☆日時 令和4年9月18日(日) 午後1時30分～3時(午後1時開場)

☆場所 米子市立図書館2階 多目的研修室 ☆定員60名(先着）

☆とっとり県民カレッジ連携講座です

☆申込方法 図書館窓口・電話・ﾌｧｸｼﾐﾘでお申し込みください。

8月19日(金)から受付開始いたします。

☆申込＆お問合せ先 米子市立図書館 電話 0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ 0859-22-2637

夏休みは図書館へきてみませんか？

米子市立図書館 だより
令和4年8月 374号 よなぽん

米子市立図書館だよりR4.8月号-1-

国際ソロプチミスト米子様から児童書の寄贈をいただきました

米子市立図書館文化講演会 のご案内

ジョン・スタインベックの文学「ケルトの薄明」の魔法



　
8月7日(日)

午後1時30分～3時30分
『菜根譚』洪自誠著

対象:大人

8月20日(土)
午後1時30分～3時30分

講師:渡邊健さん

8月2日(火)午前9時から定員5名程度、
電話にて予約申し込みを開始します。

　
Aコース　8月9日(火)

午後3時～4時
Bコース　8月10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

8月2日(火)午前9時から
予約申込開始！

問合先:米子市立図書館

★次回はAコース9月13日(火)午後3時～4時
　  　    Bコース9月14日(水)午前10時30分

　　　　　　　　　　　　　　～11時30分開催

9月1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。

8月27日(土)午後1時30分～
『多比能実知久佐』

講師:近藤滋さん

8月7日(日)午後1時～5時
予約先:米子市立図書館

8月25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

8月19日(金)午後1時～3時
予約先:米子市立図書館

8月2日(火)午後2時～3時30分
問合せ先:みなくる米子

電話0859-31-8785　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034
8月19日(金)午後1時～4時

予約先:米子市立図書館

　
8月6日(土)午後2時～

『深い河』
遠藤　周作著

　

8月7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)
※定員に達しました
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★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💻

起業・経営なんでも相談会

知財無料相談会

よなご若者サポートステーション就労相談,

シゴトとココロの相談

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

米子市立図書館だよりR4.8月号

古文書研究会

つつじ読書会

楽しく漢文に学ぶ会

こどものための論語教室ー第4期

いきいき長寿音読教室

百人一首を読み解く

ビジネス情報相談会

「ミルキー杉山のあなたも名探偵シリー

ズ」でおなじみの杉山亮さんが米子市

立図書館へ来館！！おはなしめいろを

プレゼントしてもらいました。児童室にあ

るので挑戦してみてね！！

労働セミナー



木曜おはなし会
毎週木曜日

午前10時40分～11時30分
◎4日.18日

  　担当:ほしのぎんかさん
◎11日

担当:図書館職員
◎25日

   担当:火曜の会さん

夕方おはなし会
8月9日(火)午後4時～

担当:図書館職員

ストーリーテリング(語り)の会
8月20日(土)午前10時30分～
  担当:米子おはなしかごさん

“岡本おさみの「旅に唄あり」写真展”
　　～16日(火)

　主催:経済部文化観光局文化振興課

“長崎原爆展”
　　2日(火)～14日(日)

主催:2022年平和のための戦争展実行委員会

“「日野川フォトコンテスト」入賞作品展示”
　　24日(水)～9月6日(火)午後4時
　主催:日野川の源流と流域を守る会

8月13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。

※事前に申し込みが必要です
◦--------------------◦

 予約先:鳥取県行政書士会事務局
　　   電話0857-24-2744

8月10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？
※事前に申し込みが必要です

----------◦----------
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

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・

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

ミーのチラシをご覧ください。

✎8月27日(土)午前10時30分～正午

「飲酒の健康への影響」

医学部医学科准教授 金城 文さん
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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R4.8月号

★各種相談会★

☆おはなし会☆ 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

こころの相談会行政書士無料相談会

★2階ギャラリー展示★

けんせつ絵本コーナーができました
公益財団法人鳥取県建設技術センター

様より、絵本を100冊お借りしました！

みんなが大好きな乗りものや働く車の本、

調べ学習に役立つ本がたくさんありますよ

♪1階児童室おはなしのへやに令和5年3

月末まで置いています。たくさん借りてみ

てね☆
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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。

※発熱（微熱）、のどの痛み、咳、鼻水など、

風邪症状のある方、体調のすぐれない方は来

館を控えていただくようお願い致します。

☆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R4.8月号

米子市立図書館8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/   

新型コロナウイルス感染拡大の状況によ

りイベント等中止または内容が変更とな

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

合せください。

日 月 火 水 木 金 土
1 2

●高校生のためのビ
ジネスプラン作成講
座
●労働セミナー

3 4
●ジュニア司書養成
講座
●おはなし会(ほしの
ぎんか)

5
ジュニア司書養成講
座

6
●火曜の会朗読コン
サート「星は見てい
る」
●つつじ読書会

7
●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

8×
休館日

9
●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)

10
●いきいき長寿音読
教室Ｂコース
●こころの相談会

11
午前10時～午後6時
開館
おはなし会(図書館職
員)

12 13
行政書士無料相談会

14 15×
休館日

16 17 18
おはなし会(ほしのぎ
んか)

19
●ビジネス情報相談
会
●知財無料相談会

20
●ストーリーテリン
グ(おはなしかご)
●百人一首を読み解
く

21 22×
休館日

23 24 25
●おはなし会(火曜の
会)
●よなご若者サポー
トステーション就労
相談

26 27
●サイエンスアカデ
ミー
●古文書研究会

28 29×
休館日

30 31×
月末休館日

9/1
おはなし会(ほしのぎ
んか)

9/2 9/3
つつじ読書会

20日(土)はがいな祭のため米子市役所駐車場はご利用できません。

お手数ですが、来館の際には公共交通機関または有料駐車場をご利用ください。


