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伯耆文化研究会３月例会 開催のご案内

「百人一首を読み解く」～藤原定家とその時代～

受講者募集

『百人一首』を読み解きながら、平安時代から鎌倉時代までの和歌と歴史について楽しく学べ

る講座です。王朝和歌最盛期の魅力を一緒に学んでみませんか？受講には、事前申込みが必要

です。詳細は、館内に置いてあるチラシまたは米子市立図書館ホームページをご覧ください。

日時：令和5年5月～令和6年3月(全10回) ※8・10・11月は第3土曜日

第2土曜日午後1時30分～3時30分

講師：渡邊健さん(米子工業高等専門学校 総合工学科教養教育部門 教授)

会場：米子市立図書館2階 研修室③④

定員：20名

申込方法：4月1日(土)午前10時から申込を電話にて開始いたします。

申込・問合先：米子市立図書館 電話(0859)22-2612

3月の伯耆文化研究会は、下記の内容で開催いたします。申込み不要、どなたでも聴講してい

ただけます。ぜひ、ご参加ください。なお、会員外の方は資料代200円が必要です。

日時:：3月11日(土)午後1時30分～3時30分

会場：米子市立図書館2階 多目的研修室①②

定員：60名

発表内容

①「新たな『少女像』の発見」 根平雄一郎さん(伯耆文化研究会会長)

②「植田正治の写真」 植田亨さん(植田正治氏三男)

問合先：米子市立図書館 電話(0859)22-2612

便利なブックカートをカウンター前にご用意していま

す。どうぞご利用ください！

便利なブックカートをご利用ください



つつじ読書会

毎月1冊の本について読み込み、みんなで楽しく語り
合う会です。随時、会員募集中！

日時：3月4日(土)午後2時～
会場：米子市立図書館2階 研修室③
『スピノザ 読む人の肖像』國分功一/著

こどものための論語教室 第4期生

日本に馴染みのある中国古典に触れ、学ぶことができ
る会です。対象は小学生です。保護者の方も受講でき
ます。今年度は定員に達しました。

日時：3月5日(日)午前10時30分～11時30分
会場：米子市立図書館2階 研修室④
『子ども論語塾』安岡定子/著

楽しく漢文に学ぶ会

中国古典の内容や名言･名句を改めて読み直し、古典
に親しむ会です。随時、会員募集中！

日時：3月5日(日)午後1時30分～3時30分
会場：米子市立図書館2階 研修室④
『菜根譚』洪自誠/著

いきいき長寿音読教室

絵本や民話･詩･季節に合わせた懐かしい唱歌などを声
を出して音読する会です。初めての方大歓迎！
 
日時：Aｺｰｽ 3月7日(火)午後3時～4時
Bｺｰｽ 3月8日(水)午前10時30分～11時30分
会場：米子市立図書館2階 多目的研修室①②
定員：20名
申込先：米子市立図書館　電話(0859)22-2612

百人一首を読み解く

毎回『百人一首』の歌人を一人ずつ取り上げ、その生
きた時代の歴史と文化について理解を深める会です。

日時：3月11日(土)午後1時30分～3時30分
会場：米子市立図書館2階 研修室③④
講師：渡邊健さん
申込先：米子市立図書館　電話(0859)22-2612

古文書研究会

地域の発掘につながる古文書を読みながら、その歴史
と由来を同時に学ぶ会です。初級向けの内容となって
います。初めての方大歓迎！

日時：3月25日(土)午後1時30分～
会場：米子市立図書館2階 研修室③④
講師：近藤滋さん
『多比能実知久佐』

図書館で教養を深める時間を過ごしてみませんか？

例会に初めてご参加の方、内容を詳しく知りたい方は米子市

立図書館までお気軽にご連絡ください。

お電話または窓口にて事前に予約申込みが必要です。

当日でも空きがあればご参加いただけます。

定員10組です。

申込先：米子市立図書館 電話(0859)22-2612

3月1日(水)午前9時から定員5名程度、

電話にて予約申込みを開始！

3月1日(水)午前9時から

電話・窓口にて予約申込みを開始！
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こころの相談会

産業カウンセラーが、社会や家庭の中で悩んでいる
こと等の相談をお受けします。

日時：3月8日(水)①午後２時～②午後３時～
会場：米子市立図書館2階 研修室③
相談員：産業カウンセラー
申込先：ライフサポートセンターとっとり
　　　　電話(0120)82-5858

行政書士無料相談会

申込先：鳥取県行政書士会事務局
　　　　電話(0857)24-2744

起業・経営なんでも相談会

起業、販路拡大、資金調達など経営や融資に関する疑
問に中小企業診断士と日本政策金融公庫職員が相談に
応じます。

日時：3月5日(日)
①午後1時～②午後2時～③午後３時～④午後4時～
会場：米子市立図書館2階 研修室③
相談員：中小企業診断士、日本政策金融公庫融資担当
者
申込先：米子市立図書館　電話(0859)22-2612

よなご若者サポートステーション出張相談会

15歳から49歳の方で現在就労していない方、ご家族
の相談に応じます。臨床心理士によるこころの相談も
おこなっています。

日時：3月9日(木)
①午後1時30分～②午後2時30分～
会場：米子市立図書館2階 研修室③
相談員：よなご若者サポートステーション相談員、臨
床心理士
申込先：よなご若者サポートステーション
　　　　電話(0859)21-5678

ビジネス情報相談会

ビジネスについてのさまざまな課題を解決するため鳥
取県よろず支援拠点の中小企業診断士と図書館司書が
お手伝いします。弁理士、知財コーディネーターによ
る知財(特許・意匠・商標)についての同時相談も可能
です。

日時：3月17日(金)①午後1時～②午後2時～
会場：米子市立図書館2階 研修室③
相談員：鳥取県よろず支援拠点相談員、図書館職員
申込先：米子市立図書館　電話(0859)22-2612

知財無料相談会

知的財産権(特許・意匠・商標)を得るための手順など
についての弁理士と知財コーディネーターが助言いた
します。鳥取県よろず支援拠点の中小企業診断士によ
る経営の同時相談も可能です。

日時：3月17日(金)
①午後1時～②午後2時～③午後3時～
会場：米子市立図書館2階 研修室④
相談員：弁理士、知財コーディネーター
申込先：米子市立図書館　電話(0859)22-2612

ビジネスについての課題や悩みを図書館で解決してみませんか？

相談会はすべて無料、事前に予約申込みが必要です。

3月は開催がございません。

次回は4月8日(土)開催します。

生活でのお困りごとを専門家に相談してみませんか？

相談会はすべて無料、事前に予約申込みが必要です。

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

たは予約申込み先・問合せ

先へお問合せください。

眼が見えにくくてお困りの方相談会

眼の健康でお悩みの方、見えにくくて読み書きが難しくなって

きた方等の相談をお受けします。ご家族や関係者の方からの相

談にも対応いたします。申込み不要、無料となっています。お

気軽にご相談ください。

日時：3月8日(水)➀午前10時～②午前11時～

3月22日(水)➀午後1時～②午後2時～

会場：米子市立図書館 対面朗読室

問合先：鳥取県ロービジョン相談窓口 電話 080-9433-

5279



📚図書館からのお願い📚

※距離が確保できない場合や会話を行う場合など場面に応じたマ

スクの着用、手指消毒、マイバック持参にご協力お願い致します。

※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・のどの痛み・咳・鼻水などの風邪の症状のある方、体調の

すぐれない方は来館を控えていただくようご協力お願い致します。

開館時間

火～金 午前9時～午後7時

土日祝 午前10時～午後6時

休館日 月曜日・月末・

年末年始・特別資料整理期間

***********************

3月21日(火・祝)午前10時

～午後6時開館です。

鳥取大学サイエンス・アカデミー

テーマ「愛を語るフランス文学－もう一度読みたい文学の

世界遺産－」

講師：地域価値創造研究教育機構 准教授 清水まさ志さん

日時：3月4日(土)午前10時30分～正午

テーマ「いくつになっても おひとり様になっても！地域で

健やかに暮らすヒント～県内のある地域における調査結果

から～」

講師：医学部保健学科 助教 德嶋靖子さん

日時：3月25日(土)午前10時30分～正午

会場：米子市立図書館 研修室③④

定員：20名

申込先：鳥取大学地域価値創造研究教育機構

電話(0857)31-6777

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

ほし 読書

5 6 7 8 9 10 11

漢・起 休館 音A 心・音B ほし・若 伯・行・百

12 13 14 15 16 17 18

休館 職員 ほし 情・知 ｽﾄｰﾘｰ

19 20 21 22 23 24 25

休館 火曜 古文

26 27 28 29 30 31

休館 職員 休館

３月

ほし 読書 起業 就農

火曜 漢文 情報 行政

職員 古文 若者 心

ｽﾄｰﾘｰ 音A 音読教室（火曜日） 知財 百人 百人一首を読み解く

伯耆 音B 音読教室（水曜日）

こころの相談会

行政書士無料相談会

伯耆文化研究会

おはなし会（協力:火曜の会）

起業・経営なんでも相談会 就農相談会

ビジネス情報相談会

若者サポートステーション相談会

おはなし会（協力：ほしのぎんか）

楽しく漢文に学ぶ会

知財無料相談会

おはなし会（図書館職員） 古文書研究会

つつじ読書会

ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞの会（協力：おはなしかご）

研修室の開放状況はTwitterでもお知らせ

しているよ。チェックしてみてね！

htts://www.twitter.com/yonapon8/   

ﾕｰｻﾞｰﾈｰﾑ @yonapon8

◎「犬の写真の、犬のコラージュ、ときどき

猫 いぬコラ展」

日時：3月7日(火)～21日(火)最終日は午前中

会場：米子市立図書館2階 市民ギャラリー

主催：中村真生子さん

◎「アンコンシャスバイアス？～わたしの中

の無意識の偏見～」

日時：3月24日(金)～4月11日(火)

会場：米子市立図書館2階 市民ギャラリー

主催：米子市人権政策課人権情報センター

◎「アトリエ展」

日時：3月1日(水)～8日(水)

会場：米子市立図書館2階 展示ギャラリー

主催：アトリエ自由ノート

◎「残したい環境フォトコンテスト」

日時：3月9日(木)～19日(日)

会場：米子市立図書館2階 展示ギャラリー

主催：米子市市民生活部環境政策課

◎「淀江の四季フォトコンテスト2022写真

展」

日時：3月22日(水)～4月5日(水)

会場：米子市立図書館2階 展示ギャラリー

主催：淀江振興課
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日 月 火 水 木 金 土

1

読書

2 3 4 5 6 7 8

漢・起 休館 心 ほし 行

9 10 11 12 13 14 15

休館 職・音A 音B ほし・若 ｽﾄｰﾘｰ

16 17 18 19 20 21 22

こども 休館 ほし 情・知 古文

23 24 25 26 27 28 29

休館 火曜

30

休館

4/16　こども読書の日イベント

４月


