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都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

鳥取県 倉吉市 ①

美の匠～つながる美の系譜～
「次世代の匠たち」
講師：伊藤学美（銅版画家）
　　　  かたやまひろし（アトリエしまね・
　　　　海洋堂造形作家）

現在活躍中のアーティストに、自身の作品解説をはじめ、美術を仕事にす
ることの魅力や辛さなどをお聞きします。アートがどのようにつくられている
のか聞いてみましょう。

10月27日 倉吉交流プラザ
倉吉市教育
委員会

・500円/回
・年間パスポート：1,000円
・大学生以下は無料

https://www.city.kuray
oshi.lg.jp/gyousei/div/
kyouiku/gakushu/1/20
18kouza/

倉吉市教育委員会
事務局生涯学習課
電話0858-22-8167

本講座は、鳥取県立美術館が倉吉に新設されることを記念
し、倉吉の美術界を育んだ先人や次世代アーティストにつ
いて学ぶことで、市民一人ひとりが文化芸術に親しみ、豊
かな心と文化が息づく郷土に愛着と誇りを持つきっかけと
するものです。
講座は、８月の特別講座を皮切りに９月から11月にかけ４
回の定期講座及び1回の現地研修で構成しています。
料金欄へ記載したように、個別の講座の場合は500円/回、
パスポート（1,000円）を購入された者は、すべての講座を受
講できます。

鳥取県 倉吉市 ①

美の匠～つながる美の系譜～
「郷土美術の父　中井金三と砂丘社の人
たち」
講師：波田野頌二郎（河本緑石研究会
会長）

中井金三（なかい・きんぞう/1883年～1969年）は大正２年27歳のときに倉
吉中学の美術教師として帰郷。その金三を中心に若い人たちが集い、大
正９年に砂丘社は生れる。大正～昭和初期、進取の気象*に富んだ人達
の運動は、前田寛治や河本緑石らを、更に今なお多くの美術家たちを誕
生させ、この地に精神性を大切にする土壌をつくってきたのです。

※進取の気象・・・習慣にとらわれずに、意欲的に新しいことをする心意気
の意

11月10日 倉吉交流プラザ
倉吉市教育
委員会

・500円/回
・年間パスポート：1,000円
・大学生以下は無料

https://www.city.kuray
oshi.lg.jp/gyousei/div/
kyouiku/gakushu/1/20
18kouza/

倉吉市教育委員会
事務局生涯学習課
電話0858-22-8167

本講座は、鳥取県立美術館が倉吉に新設されることを記念
し、倉吉の美術界を育んだ先人や次世代アーティストにつ
いて学ぶことで、市民一人ひとりが文化芸術に親しみ、豊
かな心と文化が息づく郷土に愛着と誇りを持つきっかけと
するものです。
講座は、８月の特別講座を皮切りに９月から11月にかけ４
回の定期講座及び1回の現地研修で構成しています。
料金欄へ記載したように、個別の講座の場合は500円/回、
パスポート（1,000円）を購入された者は、すべての講座を受
講できます。

鳥取県 倉吉市 ①
県指定保護文化財 鳥飼家住宅一般公
開

県指定保護文化財であり、県民の建物100選にも選ばれている鳥飼家
住宅を一般公開します。

10月21日
県指定保護文化財 鳥飼
家住宅

倉吉市教育
委員会

無料
http://www.city.kuray
oshi.lg.jp/

倉吉市教育委員会
文化財課
電話0858-22-4419

鳥取県 倉吉市 ①
ふるさと再発見
お散歩ウオークin社

古代伯耆国の中心地であった倉吉市社地区に残る、国府跡（国庁跡・
法華寺畑遺跡・不入岡遺跡）や国分寺跡をはじめとする文化財や
名所を見て歩き、歴史・風土・伝統文化を再発見します。

11月3日 倉吉市内（社地区周辺）
倉吉ライオン
ズクラブ

http://kurayoshi-
lions.jp/

倉吉ライオンズクラ
ブ
電話0858-24-6881

要申込
（10月22日締め切り）
参加費500円
（保険料・昼食含む）

鳥取県 倉吉市 ①
～倉吉淀屋～秋を楽しむ！
倉吉絣展示会

倉吉の伝統的工芸品「倉吉絣」を展示、販売します。 10月26日～30日
市指定有形文化財　旧
牧田家住宅（倉吉淀屋）

倉吉淀屋運
営委員会

無料
http://www.city.kuray
oshi.lg.jp/

倉吉淀屋
電話0858-23-0165

鳥取県 倉吉市 ①
～倉吉淀屋～秋を楽しむ！
棉から綿へ

糸つむぎ体験を行います。 11月3日
市指定有形文化財　旧
牧田家住宅（倉吉淀屋）

倉吉淀屋運
営委員会

無料
http://www.city.kuray
oshi.lg.jp/

倉吉淀屋
電話0858-23-0165

鳥取県 倉吉市 ①
～倉吉淀屋～秋を楽しむ！
生け花展

生け花グループ「游花」による作品展。
10月19日～22日

市指定有形文化財　旧
牧田家住宅（倉吉淀屋）

倉吉淀屋運
営委員会

無料
http://www.city.kuray
oshi.lg.jp/

倉吉淀屋
電話0858-23-0165

花の具合によっては
開催期間が短くなる
場合があります。

鳥取県 倉吉市 ①

シンポジウム
伯耆国分寺古墳とその時代
～山陰における前方後円墳の出現背景
を探る～

国分寺古墳（倉吉市国府）は大正11年に発掘され、銅鏡３面や多量
の鉄製品などの出土品は、国の重要文化財に指定されています。
今回のシンポジウムでは、出土品を再検討した新知見をもとに報告
します。

11月17日 倉吉交流プラザ

島根大学法
文学部山陰
研究セン
ター、伯耆国
分寺古墳研
究会

無料
島根大学法文学部
山陰研究センター
電話0852-32-6195

鳥取県 倉吉市 ① 第72回読書週間に伴う図書館行事
「読書週間」は読書の楽しさを伝え、すべての世代の人たちに本に
親しむきっかけをつくるためにあり、図書館では多くの人に本を手
にとってもらう展示や行事を企画。

11月 倉吉交流プラザ
倉吉市教育
委員会

無料
http://www.lib.city.kur
ayoshi.lg.jp/index.html

倉吉市立図書館
電話0858-47-1183

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

鳥取 鳥取市 ①
「ストレスと職場のメンタルヘルス」

　「心豊かに生きるために　ーメンタルヘルスの視点からー」のテーマによ
り、　　３名の講師（精神科医、社会保険労務士、臨床心理士）が、それぞ
れの専門分野で分担し、「心の健康」に関する最新の学術情報を提供する
など、心豊かに生きるための知識に関する講演、演習を行ないます。

10月21日
鳥取市役所駅南庁舎地
階第５会議室

放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp
/center/tottori/

放送大学鳥取学習
センター
0857-37-2351

鳥取 鳥取市 ①
「職場で起こるハラスメントの現状
　メンタルヘルスへの影響と予防対策」

　「心豊かに生きるために　ーメンタルヘルスの視点からー」のテーマによ
り、　　４名の講師（精神科医、社会保険労務士、臨床心理士）が、それぞ
れの専門分野で分担し、「心の健康」に関する最新の学術情報を提供する
など、心豊かに生きるための知識に関する講演、演習を行ないます。

10月21日
鳥取市役所駅南庁舎地
階第５会議室

放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp
/center/tottori/

放送大学鳥取学習
センター
0857-37-2351

鳥取 鳥取市 ① 「ストレスケアの実際　～リラックス貯金を
増やしましょう～」

　「心豊かに生きるために　ーメンタルヘルスの視点からー」のテーマによ
り、　　５名の講師（精神科医、社会保険労務士、臨床心理士）が、それぞ
れの専門分野で分担し、「心の健康」に関する最新の学術情報を提供する
など、心豊かに生きるための知識に関する講演、演習を行ないます。

10月21日
鳥取市役所駅南庁舎地
階第５会議室

放送大学 無料
http://www.sc.ouj.ac.jp
/center/tottori/

放送大学鳥取学習
センター
0857-37-2351

鳥取県 鳥取市 ① 「鳥取大学サイエンス・アカデミー」
地域住民の皆様を対象に、鳥取大学の教員が行っている研究や、日頃疑
問に思っていることなどを中心に、自然科学、技術、環境、地域社会に関
する今日的問題について紹介します。

10/27、11/10 鳥取県立図書館
国立大学法
人鳥取大学

無料

http://www2.cjrd.totto
ri-
u.ac.jp/general_scienc
e

鳥取大学研究推進
部地域価値創造研
究教育機構企画管
理室
0857-31-6777

開催日程、会場は変更となる可能性あり

鳥取県 鳥取市 ①,②,③
全国大学ビブリオバトル2018鳥取地区決
戦（中国Cブロック）

　ビブリオバトルは発表者が面白いと思う本を持ち寄り紹介し、投票により
皆が一番読みたくなった本（チャンプ本）を決める書評ゲームであり、鳥取
地区決戦は全国大学ビブリオバトル2018の鳥取県大会となる。県内の各
予選を勝ち抜いた発表者でビブリオバトルを実施し、12月23日に開催され
る大阪決戦への代表を選出する。

11月10日または
11日

鳥取大学附属図書館
鳥取県大学
図書館等協
議会

無料

【鳥取大学附属図書館
HP】
http://www.lib.tottori-
u.ac.jp/

【鳥取地区決戦（中国
Bブロック）情報】
http://zenkoku18.bibli
obattle.jp/zone_yosen/
chugoku_c

【全国大学ビブリオバト
ル2017～首都決戦～
公式HP】
http://zenkoku18.bibli
obattle.jp/

鳥取大学附属図書
館
TEL：0857-31-5673
MAIL：ac-gakuju＠
ml.adm.tottori-
u.ac.jp

※一般観覧可。

※大会規定上、発表者は大学生・大学院生、大学生相当
年齢の高専生・専門学生のみ参加が可能。

鳥取県 南部町 ①②③ 教育月間
南部町では「教育の日」条例を制定し、11月1日を「南部町教育の日」、10
月及び11月を「南部町教育月間」と定め、様々な行事を実施。

10月,11月 南部町内各会場 教育委員会 無料
南部町教育委員会
人権・社会教育課
電話0859-64-3782

鳥取県 南部町 ① 教育の集い 「南部町の教育」について考える機会としてシンポジウム・講演会を開催。 10月8日
南部町公民館富有まん
てんホール

教育委員会 無料
南部町教育委員会
人権・社会教育課
電話0859-64-3782

鳥取県 南部町 ③ 法勝寺歌舞伎保存会定期公演会 大人歌舞伎、子ども歌舞伎の公演 11月18日 西伯小学校体育館
法勝寺歌舞
伎保存会

南部町教育委員会
人権・社会教育課
電話0859-64-3782

大人500円の入場料が必要です

鳥取県 日南町 ③
第62回鳥取県美術展覧会
（日南会場・選抜展）

鳥取県民による日本画、洋画、彫刻、書道、工芸、写真、版画、デザインを
紹介します。日南町では選抜会場として、受賞作品や日野郡入選者の作
品を展示します。

10月19日～28日 日南町美術館
日南町美術
館

無料
日南町美術館
電話0859-77-1112

鳥取県 日南町
①，③，
④

２０１８にちなんふる里まつり

個人や団体が集まり、日頃の文化・芸能活動の成果を発表します。
作品展示（書道、写真、絵手紙、手工芸、絵画、木工品、詩歌など）や芸能
発表（銭太鼓、コーラス、日本舞踊、カラオケなど）、鳥取大学と連携した
出前科学実験などを行います

10月27～28日
日南町総合文化センター
および日南町役場庁舎
周辺

にちなんふる
里まつり実行
委員会

無料
日南町教育委員会
事務局
電話0859-82-1118

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

鳥取県 日南町 ③ 刀職人　森井父子のトークショー
森井偲訓氏、鐵太郎、敦央氏、日南町長ほかによる刀剣についてのトーク
ショーです。

11月2日 日南町総合文化センター
日南町美術
館

無料
日南町美術館
電話0859-77-1112

鳥取県 日吉津村 ① ふれあいフェスタひえづ
日吉津の秋を代表するイベント。子どもから高齢者までの趣味・文化作品
の展示をはじめ、様々なイベントを開催します。

11月3～4日 ヴィレステひえづ
ふれあいフェ
スタ2018実行
委員会

【日吉津村HP】
http://www.hiezu.jp/

日吉津村教育委員
会事務局
電話0859-27-5956

HPはH30.10月中旬に記事掲載予定。入場・イベントは無
料、出店は各店舗価格

鳥取県 日野町
①，②，
③

第９回　日野町読む読むキャンペーン

「日野町子どもの読書推進計画」に基づき、図書館・地域・家庭・保育所・
学校が連携して、読書の楽しさを全町に広げようと実施している。お気に
入りの本をみつける「読書マラソン」。一冊の本をみんなで楽しむ「読書リ
レー」。おすすめの本を紹介する「ほんの木」。本とのふれあいをテーマに
した写真や川柳を募集する「本のある風景コンテスト」。以上の４つのこと
にチャレンジする。

10月10日～11月
21日

全町
日野町子ども
読書推進委
員会

無料
http://tosyo.town.hino.
tottori.jp/

日野町図書館
電話0859-72-1300

鳥取県 日野町 ①，③ 図書館まつり
読書週間を含め、約10日間開催する。手作りの品を作るイベントや、俳句
教室等の講座、古雑誌お持ち帰りコーナーを開催し、より多くの方に図書
館に来館していいただき、親しんでもらう機会とする。

11月上旬～中旬 日野町図書館
日野町図書
館

無料
http://tosyo.town.hino.
tottori.jp/

日野町図書館
電話0859-72-1300

鳥取県 日野町 ①，③
第17回日野町民ミュージカル
「ももたろうの仲間　ふしぎゾーン菅福神
社のおとぎばなし」

平成14年県で開催された国民文化祭における「わらべミュージカル光明寺
の河童」の上演を契機に、町に伝わる伝承や自然、文化財を素材として劇
化した町民らによる手作りのミュージカル。異年齢の児童生徒や地域の住
民が半年間の厳しい練習を経てその成果を発表する。出演者と観衆が一
体となる感動のステージ。ミュージカルを通して、地域の文化振興と郷土
愛を育む。今回は日野町上菅にある菅福神社が舞台。

11月25日
日野町文化センター・
ホール森の音楽隊

日野町民
ミュージカル
実行委員会

日野町文化センター
内
日野町民ミュージカ
ル実行委員会事務
局
電話　0859-72-
1300

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


