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鳥取県
岩美郡岩

美町
①

【野外観察会】打ち上
げ貝で宝さがし～さま
ざまな形や色を楽しむ
～

海岸に打ち上がる貝殻を採集して、さまざまな貝殻の色や形を
観察します。

10月28日 山陰海岸学習館ほか 鳥取県立博物館 無料
山陰海岸学習館
0857-73-1445

鳥取県
岩美郡岩

美町
①

【自然講座】「化石ク
リーニングを体験しよ
う！」

実際に化石を用いた化石クリーニングを行い、古生物の研究
方法、化石の特徴や成因についてを学ぶ講座です。

11月4日 山陰海岸学習館 鳥取県立博物館 無料
山陰海岸学習館
0857-73-1445

要申込

鳥取県 各市町村 ①
「ガイナーレ鳥取と一緒
に本を読もう！」キャン
ペーン

ガイナーレ鳥取の選手のおすすめ本のパンフレットを作成し、
県内の各図書館を通じて配布する。あわせて各図書館内で本
の展示やガイナーレ鳥取のパネル展示等を行います。

読書週間（10月27
日～11月9日）前

後

鳥取県立図書館
県内の各図書館

鳥取県立図書館 無料
鳥取県立図書館
0857-26-8155

鳥取県 倉吉市 ④ 自然ウォッチング 「月と秋の星座をみよう」を開催します。 10月20日 倉吉博物館 倉吉博物館 無料
倉吉博物館
0858-22-4409

鳥取県 倉吉市 ③ 講演会 「大江磐代君顕彰展」を開催します。 10月21日 交流プラザ 倉吉博物館 無料
倉吉博物館
0858-22-4409

鳥取県 倉吉市 ④ 自然ウォッチング 「天神川のサケをみよう」を開催します。 11月11日 天神川河川敷 倉吉博物館 無料
倉吉博物館
0858-22-4409

鳥取県 倉吉市 ③
第５６回鳥取県美術展
覧会（前期）

洋画・版画・彫刻・写真の展覧会を開催します。 11月11～17日 倉吉博物館
第１０回鳥取県総合芸術文
化祭

無料
倉吉博物館
0858-22-4409

鳥取県 倉吉市 ② 倉吉市連合音楽会
　市内14小学校の代表がそれぞれ１ステージを担当し，日頃
の音楽教育の成果として合唱や器楽演奏を披露します。

10月18日 倉吉未来中心大ホール 倉吉市初等教育研究会 無料
倉吉市立明倫小学校
0858-22-6175

鳥取県 倉吉市 ②
金管バンドフェスティバ
ル

　市内10小学校で活動する金管バンドが一堂に会し，日頃の
練習の成果として演奏を披露します。

10月27日 倉吉未来中心大ホール 倉吉市初等教育研究会 無料
倉吉市立明倫小学校
0858-22-6176

鳥取県 倉吉市 ① 文化財めぐり 倉吉文化財協会「秋の文化財めぐり」を行います。 11月上旬 宍粟市・赤穂市 倉吉文化財協会
文化財課
0858（22）4419

鳥取県 倉吉市 ①
2012住まい・職人の技
inくらよし

伝統建築技術の体験型イベントを開催します。 11月17, 18日
　倉吉淀屋　　　　　　（倉
吉市東岩倉町）

住まい・職人の技inくらよし
実行委員会

文化財課
0858（22）4419

鳥取県 江府町 ③
平成24年度江府町文
化祭

公民館活動等による作品展示の他、土曜日には芸能音楽発
表を行い、町民の文化芸能活動の成果発表の場となっていま
す。

10月28日～11月4
日

江府町防災・情報セン
ター他

江府町 無料
0859-75-2005
(江府町教育委員会
社会教育室）

鳥取県 琴浦町 ③

次代を担う子どもの文
化芸術体験事業
劇団・風『ミュージカル
星の王子さま』

一流の文化芸術団体による巡回公演を行うことにより、次代の
文化の担い手となる子どもたちの発想力やコミュニケーション
能力の育成を図り、将来の芸術家の育成や国民の芸術鑑賞
能力の向上につなげます。

11月13日 安田小学校 文化庁 無料
鳥取県東伯郡琴浦町
318
0858-55-0201

鳥取県 琴浦町 ③

斎尾廃寺跡特別史跡
指定６０周年記念企画
展『斎尾廃寺～白鳳の
遺宝展～』

琴浦町の歴史・文化財を語る上で欠かすことのできない「斎尾
廃寺跡」は、今年特別史跡指定６０周年を迎えるにあたり、そ
れを記念した企画展を開催します。京都・奈良国立博物館所
蔵の斎尾廃寺出土物を特別展示し、斎尾廃寺跡の存在と特別
史跡としての貴重性を町内外にアピールします。

11月3～18日 琴浦町歴史民俗資料館 琴浦町・琴浦町教育委員会 無料
鳥取県東伯郡徳万２
６６－５
0858-52-1161

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鳥取県 琴浦町 ③
みんないかいや　まな
タン祭り

平成９年に町内生涯学習の拠点として整備された、琴浦町生
涯学習センター「まなびタウンとうはく」の開館１５周年を記念し
て、新たな学習の出逢い・深まり・広がり・楽しみの場としてイ
ベントを開催、多数の町民の参加を得ながら、これからの琴浦
町生涯学習のさらなる展開のきっかけづくりを行います。

11月3, 4日
琴浦町生涯学習セン
ター「まなびタウンとうは
く」

みんないかいや　まなタン
祭り実行委員会

鳥取県東伯郡琴浦町
大字徳万266-5
0858-52-1161

鳥取県 境港市 ③ 第47回境港菊花展
境港市の花「菊」を広く市民に普及するため、菊の展示を行い
ます。

10月30日
～11月4日

境港市民会館
市民広場

境港菊の会 無料
0859-45-3340
（境港菊の会
：角）

鳥取県 大山町 ③
重要文化財門脇家住
宅一般公開

５日間、重要文化財門脇家住宅を一般に広く公開し、歴史的な
建造物にふれて学んでもらう機会としている。

10月31日～11月4
日

門脇家住宅 保存協力会
大山町教育委員会
0859-54-5212

鳥取県 智頭町 ①③
智頭町文化祭（展示発
表会）

町内で文化活動をされているかたの、日頃の成果を発表する
場として作品の展示をします。

10月27, 28日 智頭町総合センター
智頭町文化協会・智頭町中
央公民館

無料
智頭町中央公民館
（0858-75-3114）

鳥取県 智頭町 ①③
智頭町文化祭（芸能発
表会）

町内で文化活動をされているかたの、日頃の成果を発表する
場として芸能発表会を行います。

11月3, 4日 智頭町総合センター
智頭町文化協会・智頭町中
央公民館

無料
智頭町中央公民館
（0858-75-3114）

鳥取県 鳥取市 ③
「ブックインとっとり
2012」展示会

優れた地方の出版活動を顕彰するため、昨年１年間に出版さ
れた地方出版物を一堂に集め展示します。

10月18（木）～25
日（木）

鳥取県立図書館
ブックインとっとり実行委員
会

無料
鳥取県立図書館
0857-26-8155

鳥取県 鳥取市 ③
「地方出版文化功労賞
受賞記念講演会」

優れた地方の出版活動を顕彰し、功労賞及び特別賞を表彰
し、受賞者による記念講演を開催します。

10月20（土） 鳥取県立図書館
ブックインとっとり実行委員
会
鳥取県立図書館

無料
鳥取県立図書館
0857-26-8155

鳥取県 鳥取市 ①
展示会「まんが王国
とっとり建国史」

「まんが王国とっとり」の建国を記念し、鳥取県出身の漫画家
やアニメーション作家の作品及び関連資料等を展示し、県民
の方々が漫画に親しむ機会を提供します。

10月6日（土）～11
月11日（日）

鳥取県立図書館 鳥取県立図書館 無料
鳥取県立図書館
0857-26-8155

鳥取県 鳥取市 ③
企画展「須田国太郎
展ｰ没後50年に顧み
るｰ」

風景や草花、鳥や動物などを描いた作品約１３０点により須田
の世界を回顧します。

10月20日～11月
25日

鳥取県立博物館 鳥取県立博物館
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取県 鳥取市 ③
美術常設企画展示「生
誕１００年　福留章太
展」

戦後の鳥取県において、意欲的に抽象表現を追求した洋画
家・福留章太の生誕100年を記念する展覧会です。

10月16日～12月3
日

鳥取県立博物館 鳥取県立博物館
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取県 鳥取市 ③
【特別講演会】「須田国
太郎ｰ沈思する絵画」

特別講師を招いて企画展関連講演を行います。 10月20日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取県 鳥取市 ③
【歴史講座】「はじめて
学ぶ鳥取藩の歴史」

鳥取藩の歴史について分かりやすく紹介します。 10月21日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

要申込

鳥取県 鳥取市 ③
【ギャラリートーク】企画
展「須田国太郎展」

企画展の内容、作品について分かりやすく紹介します。 10月27日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取県 鳥取市 ③
【アートセミナー】「須田
国太郎と山陰」

「須田国太郎と山陰」の関係について、当館学芸員が分かりや
すく紹介します。

11月3日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鳥取県 鳥取市 ③
【ギャラリートーク】企画
展「須田国太郎展」

企画展の内容、作品について分かりやすく紹介します。 11月10日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取県 鳥取市 ③
【アートシアター】「ティ
ツィアーノ」「ゴヤ」

世界美の旅のアートシアターを上映します。 11月17日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取県 鳥取市 ①
【歴史講座】「はじめて
学ぶ鳥取藩の歴史」

鳥取藩の歴史について分かりやすく紹介します。 11月18日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

要申込

鳥取県 鳥取市 ③
【ギャラリートーク】企画
展「須田国太郎展」

企画展の内容、作品について分かりやすく紹介します。 11月24日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取県 鳥取市 ③
【講演会】「岡山県の狛
犬」

岡山県と鳥取県の石造狛犬の共通点や違いを明らかにし、両
地域の文化的な交流を探ります。

11月25日 鳥取県立博物館 鳥取県立博物館 無料
鳥取県立博物館
0857-26-8042

鳥取県 鳥取市 ①
展覧会「鳥取大災害史
～水害・震災・大火か
らの復興～」

鳥取大地震・鳥取大火をはじめ多くの災害を経験した鳥取の
市街。その災害や復興の様子を紹介します。

9月8日
～

10月28日

鳥取市歴史博物館特別
展示室

鳥取市文化財団　鳥取市歴
史博物館

http://www.tbz.or.jp/
yamabikokan/

要入館料、毎週月曜
日休館（月曜が祝日
の場合は開館し、翌
日休館）
開館時間9：00～17：
00（入館は16：30ま
で）

鳥取県 鳥取市 ①

展覧会「鳥取大災害史
～水害・震災・大火か
らの復興」関連イベント
ギャラリートーク

展示担当者が展示内容及び展示では紹介しきれないことにつ
いて解説します。

10月27日
鳥取市歴史博物館特別
展示室

鳥取市文化財団　鳥取市歴
史博物館

http://www.tbz.or.jp/
yamabikokan/

予約不要、要入館料

鳥取県 鳥取市 ①

展覧会「鳥取大災害史
～水害・震災・大火か
らの復興」関連イベント
災害資料を読む

主に鳥取市歴史博物館が所蔵する鳥取大火の記録資料を読
み、写真とあわせてお話します。

10月28日
鳥取市歴史博物館研修
室

鳥取市文化財団　鳥取市歴
史博物館

無料
http://www.tbz.or.jp/
yamabikokan/

要予約、定員25名

鳥取県 鳥取市 ①
歴史散策
近代化遺産を歩く（美
歎水源地など）

鳥取の近代化に大きな役割を担った美歎水源地をはじめとす
る建物や遺跡を巡ります。

10月20日 鳥取市内
鳥取市文化財団　鳥取市歴
史博物館

無料
http://www.tbz.or.jp/
yamabikokan/

要予約、定員20名
集合場所鳥取市歴史
博物館

鳥取県 鳥取市 ①
テーマ講座～テーマで
知る鳥取～
吉川経家のこと

特定のテーマから鳥取について理解を深める講座です。今回
は戦国武将の吉川経家に関係するテーマです。

10月21日
鳥取市歴史博物館常設
展示室

鳥取市文化財団　鳥取市歴
史博物館

http://www.tbz.or.jp/
yamabikokan/

予約不要、要入館料

鳥取県 鳥取市 ①

テーマ講座～テーマで
知る鳥取～
鳴り物の話-銅鐸から
梵鐘まで-

特定のテーマから鳥取について理解を深める講座です。今回
は銅鐸や梵鐘に関係するテーマです。

11月4日
鳥取市歴史博物館常設
展示室

鳥取市文化財団　鳥取市歴
史博物館

http://www.tbz.or.jp/
yamabikokan/

予約不要、要入館料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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鳥取県 鳥取市 ①
やまびこクイズ・オリエ
ンテーリング

やまびこ館と樗谿公園を部隊に開催するオリエンテーリングで
す。マップを手がかりにクイズに答えながら樗谿の魅力を再発
見できます。

11月10日
鳥取市歴史博物館、樗
谿公園

鳥取市文化財団　鳥取市歴
史博物館

無料
http://www.tbz.or.jp/
yamabikokan/

要予約、定員30名

鳥取県 鳥取市 ①
第14回鳥取県児童生
徒地域地図発表作品
展

児童・生徒の皆さんが地域をテーマに作った地図を展示しま
す。

11月3～11日
鳥取市歴史博物館特別
展示室

鳥取県地域社会研究会、鳥
取県小学校教育研究会社
会部会、鳥取県中学校教育
研究会社会科学部会、鳥取
県高等学校文化連盟郷土
研究専門部

無料
http://www.tbz.or.jp/
yamabikokan/

日程は予定

鳥取県 鳥取市 ③ 鳥取市文化賞授賞式
　11月３日、市の文化・芸術の振興に功績のあった人を讃たた
える「鳥取市文化賞」の贈呈式を仁風閣で行います。

11月3日 仁風閣2階謁見所 鳥取市
鳥取市文化芸術推進
課
0857-20-3226)

仁風閣は場所提供の
み

鳥取県 鳥取市 ③ 里中満智子作品展
里中満智子氏の優れた作品を鑑賞する機会を提供するととも
に、芸術の創造とその発展を図ります。鳥取県のまんが王国
関連の事業です。

9月15日～11月25
日

財団法人鳥取市文化財
団　因幡万葉歴史館企
画展示室

財団法人鳥取市文化財団
因幡万葉歴史館

http://www.tbz.or.jp/

鳥取県 鳥取市 ③
亀井茲矩公没後400年
記念展

平成２４年度文化芸術振興費補助金（文化遺産を活かした観
光振興・地域活性化事業）事業「亀井踊り継承による地域活性
化事業」の一環として、亀井茲矩に関わる歴史資料を展示、戦
国武将・茲矩の功績をたどります。

10月6日～11月11
日

鳥取市あおや郷土館
鳥取市西部地域文化活用
実行委員会

無料
http://www.tbz.or.jp/
kyoudokan/

鳥取県 鳥取市 ①
あおやようこそ祭り「青
谷上寺地ハンコづくり」

弥生時代の遺跡、青谷上寺地遺跡の遺物を展示している展示
館で、弥生時代の金印にちなんで、オリジナルゴム印をつくり
ます。

10月27, 28日 青谷上寺地遺跡展示館 財団法人鳥取市文化財団 http://www.tbz.or.jp/

鳥取県 鳥取市 ②.③
ようこそ書道コンクール
優秀作品展

「因州和紙」をテーマに青谷の魅力を内外に発信する参加型、
体験型イベントと併せ、書道コンクールを開催し書道の作品展
を行います。(全国公募作品より優秀作品を展示します。)

10月27日～11月4
日

あおや和紙工房・企画
展示室

青谷ようこそまつり実行委
員会

無料 http://www.tbz.or.jp/

鳥取県 鳥取市 ①
重要文化財旧美歎水
源地水道施設　特別公
開

現在修理事業に着手している重要文化財旧美歎水源地水道
施設を公開します。
　年１回の特別公開です。

10月22日
重要文化財旧美歎水源
地水道施設（鳥取市国
府町美歎）

鳥取市教育委員会
鳥取市水道局

無料
http://www.city.
tottori.lg.jp/

鳥取県 鳥取市 ③
鳥取市マンガフォーラ
ム

鳥取市出身の漫画家を招き作品の紹介や市民との交流を行
います。

11月11日
パレット鳥取市民交流
ホール

鳥取市文化芸術推進課 無料
bunka@city.tottori.lg.j
p

鳥取県 鳥取市 ③ 谷口ジロー原画展Ⅲ
鳥取市出身の世界的漫画家谷口ジロー氏の原画展を開催し
ます。

11月9～14日 ギャラリーそら 鳥取市文化芸術推進課 無料
bunka@city.tottori.lg.j
p

鳥取県 鳥取市 ③
「遥かな町へ」フランス
語版上映

谷口ジロー氏の名作「遥かな町へ」を原作とするフランス映画
の日本初となる字幕付き上映します。

11月10日 鳥取シネマ 鳥取市文化芸術推進課 無料
bunka@city.tottori.lg.j
p

鳥取県 日野町 ③ 町民ミュージカル
第11回町民ミュージカルとして小中高校生を中心とした出演者
で、地元の文化・歴史を題材にして2回講演を実施します。

10月14日 町文化ｾﾝﾀｰ
日野町民ﾐｭｰｼﾞｶﾙ実行委員
会

http://www.town.hino
.tottori.jp/
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鳥取県 日野町 ③
木山義喬展(となりのヘ
ンリー)

日野町出身の洋画家木山義喬氏の「漫画四人書生」を始めと
する漫画、絵画の展示します。

10月30日～11月3
日

町山村開発センター 日野町 無料
http://www.town.hino
.tottori.jp/

鳥取県 北栄町 ①
北栄てくてくウォーキン
グ「北条八幡宮と黙仙
禅師墓所コース」

歩きながら、ふるさとの魅力に触れるウォーキングコースで
す。

10月14日 北条八幡宮
北栄町教育委員会．北栄健
康てくてくクラブ

無料
北栄町教育委員会事
務局生涯学習課
0858-37-5871

鳥取県 北栄町 ③
宝くじ文化公演「倍賞
千恵子講演会」

倍賞千恵子さんによる「歌うこと、演じること、そして生きること」
と題した講演会です。

10月27日
大栄農村環境改善セン
ター

北栄町．北栄町教育委員
会．財団法人自治総合セン
ター

無料
北栄町教育委員会事
務局生涯学習課
0858-37-5871

鳥取県 北栄町 ③
第2回コーラスフェス
ティバル

町内で活動するコーラス団体によるステージ発表です。 10月28日
大栄農村環境改善セン
ター

北栄町教育委員会 無料
北栄町教育委員会事
務局生涯学習課
0858-37-5871

鳥取県 北栄町 ③ 北栄町美術展
多くの優れた美術作品を募り、展示することによって、本町の
美術、文化がよりいっそう発展することを願い、北栄町美術展
を開催します。

11月3～15日
北条農村環境改善セン
ター

北栄町．北栄町教育委員会 無料
北栄町中央公民館
0858-36-2062

鳥取県 北栄町 ① 図書館まつり
一般向け、子ども向けの講座のほか、おはなし会やブックリサ
イクル等を予定しています。

11月10～18日 北栄町図書館 北栄町図書館 無料
北栄町図書館
0858-37-5515

鳥取県 北栄町 ③
歴史民俗資料館企画
展「郷土の作家シリー
ズ」

郷土作家の作品を展示します。
10月27日～11月

18日
歴史民俗資料館

北栄町教育委員会．北栄町
歴史民俗資料館

無料
北栄町教育委員会事
務局生涯学習課
0858-37-5871

鳥取県 北栄町 ①
北栄てくてくウォーキン
グ「郷土の芸能コース」

歩きながら、ふるさとの魅力に触れるウォーキングコースで
す。

11月18日
北条農村環境改善セン
ター

北栄町教育委員会．北栄健
康てくてくクラブ

無料
北栄町教育委員会事
務局生涯学習課
0858-37-5871

鳥取県 八頭町 ①、③ 公民館祭 公民館利用グループ等の活動成果の発表等を行います。 10月27, 28日 郡家・船岡・八東公民館 各公民館 無料
0858-72-3113
0858-72-0085
0858-84-3001

鳥取県 八頭町 ① 史跡めぐりハイキング 町内の史跡めぐりを行います。 11月3日 町内
丹比地区
公民館

無料 0858-84-6622

鳥取県 八頭町 ① ふるさと探訪 町内の名所めぐりを行います。 11月11日 町内
済美地区
公民館

無料 0858-72-0166

鳥取県 八頭町 ① バス研修 県内史跡（むきばんだ史跡公園）を活用した研修を行います。 11月15日 大山町
丹比･八東･安部地区
公民館

無料 0858-84-3001

鳥取県 八頭町 ① 史跡等視察研修 県外史跡等の視察を行います。
10月31日
11月9日

岡山県 郡家東地区公民館 無料 0858-76-0335

鳥取県 八頭町 ① 老人部役員視察研修 県内名所の視察を行います。 11月6日 南部町 郡家西地区公民館 無料 0858-76-0336
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鳥取県 湯梨浜 ② 北溟中学校文化祭 生徒合唱、演劇、学習発表、展示等を行います。 11月3, 4日 北溟中学校 北溟中学校 無料
http://www.torikyo.e
d.jp/hokumei-j/

鳥取県 湯梨浜 ② 東郷中学校文化祭 生徒合唱、演劇、学習発表、展示等を行います。 11月3, 4日 東郷中学校 東郷中学校 無料
http://www.torikyo.e
d.jp/togo-j/

鳥取県 米子市 ③
第68回米子市秋の文
化祭

文化団体による作品の発表等を行います。
8月4日～12月23

日
県西部各所

米子市教育委員会・米子市
文化協議会

http://www.yonago.lg
.jp/10431.htm

鳥取県 米子市 ③
米子市秋の文化祭茶
会

毎年恒例行事で市民に親しまれている茶会。寺町周辺の各寺
にて６流派で開催します。

11月3日 米子市心光寺 米子市茶道連盟
米子市役所内茶道連
盟 0859-33-7336

鳥取県 米子市 ①

鳥取大学サイエンスア
カデミーinYonago
「大山・日野川・中海学
協会セミナー」

鳥取大学の教員が行っている研究や、今日話題となっている
事柄を取り上げ紹介する「サイエンスアカデミー」のうち、10月
～11月を「大山・日野川・中海学協会セミナー」シリーズとして
開催します。

10月13, 27日, 11
月17, 24日

鳥取大学医学部旧保健
学科棟323講義室
(10/13,11/17,11/24)，鳥
取県西部総合事務所
（10/27）

国立大学法人
鳥取大学

無料
http://www.tottori-
u.ac.jp/dd.aspx?menu
id=1177

申し込み不要

鳥取県 米子市 ②④ 錦祭（医学部学園祭） 医学展示、コンサート、ショー 11月2, 3, 4日
国立大学法人鳥取大学
(米子キャンパス）

学生会

http://nishikifes.web.
fc2.com/nishikifes/di
45hui_niao_qu_da_xue_
yi_xue_bu_jin_ji.html
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