
令和２年

とっとり県民カレッジには、特別なキャンパスはありません。それぞれの講座会場がキャンパ
スとなります。市町村、大学などの高等教育機関などと連携し、それらの機関（「連携機関」）が
開催する講座を「連携講座」として位置づけています。入学手続きは不要です。「学びたい」とい
う思いがあれば、いつでもどなたでも受講可能です。

単位の取得ができます！ 講座の受講時間数により単位を認定し、取得単位数に応じた奨励等を
行っています。1時間につき1単位として認定（展覧会等は1回の鑑賞で1単位）され、各連携機関
からシールが配布されます。

連携講座会場で、単位認定シールが配布されなかった場合は、県立生涯学習センターまたは県民
カレッジ本部へご連絡ください。※連絡先は裏表紙をご覧ください。

とっとり県民カレッジってなに？

単位認定シール貼付用紙に貼ってください。
100単位たまったら県民カレッジ本部に持参
または郵送してください。

●100単位ごとに、奨励証を交付
●1,000単位ごとに、奨励賞を交付

単位認定シールを集めたらどうなるの？

とっとり県民学習ネット 検索

◀「とっとり県民学習ネット」
学びたい講座を講座名、開催日から簡単に
検索できます。
http://manabi.pref.tottori.lg.jp/

連携講座はインターネットでも確認できます！

講座を受講すると

県民カレッジ本部
（鳥取県教育委員会事務局社会教育課内）
〒680-8570 鳥取市東町1-271
TEL 0857-26-7944 FAX 0857-26-8175
kenmincollege@pref.tottori.lg.jp

「単位認定シール貼付用紙」について
下記のURLより様式をダウンロードして

ご利用ください。
http://www.pref.tottori.lg.jp/college/

※県民カレッジ本部、県立生涯学習センターでも配布しています。

講
座
・
講
演
会
な
ど

受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施
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受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施

１時間につき１単位 として単位認定される連携講座

対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ

講座・講演会など
※開催期日や内容などは、都合により変更になる場合があります。

東 部
おもちゃづくり体験
１月２日（木）、３日（金）、４日（土）、５日（日)、11日（土）、12
日（日）、13日（月・祝）、18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）
２月２日（日）、８日（土）、９日（日）、15日（土）、16日（日）、22
日（土）、23日（日）、24日（月・祝）、29日（土）
９：00～17：00（最終受付16：00）
一般  不要  入館料＋材料代  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

夢兎・ロビットの新春福笑い
１月２日（木）
11：00～12：00
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「投扇興」体験
１月３日（金）
１日に２回開催　　①11：00～11：30　　②14：00～14：30
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

唱歌教室
１月３日（金）、４日（土）、５日（日）
１日に２回開催　　①13：30～14：00　　②15：00～15：30
一般  不要  入館料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「旗源平」で遊ぼう
１月４日（土）
１日に２回開催　　①11：00～12：00　　②14：00～15：00
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

わいわいボードゲーム
１月５日（日）、２月11日（火・祝）
11：00～12：00
一般  不要  無料（１/５）・入館料（２/11）  なし
わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

みんなで楽しむわらべうたあそび
１月11日（土）
11：00～11：30
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中嶋須美子さんの昔話　昔話のスター？－ねずみ三題－
１月11日（土）
14：00～14：45

一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

唱歌教室
１月11日（土）、18日（土）、25日（土）
2月1日（土）、8日（土）、15日（土）、22日（土）、29日（土）
15：00～15：30
一般  不要  入館料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

楽しい紙芝居
１月12日（日）
11：00～11：30
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おもちゃ☆からくりショー
１月13日（月・祝）
１日に２回開催　　①11：00～　　②14：00～
一般  不要  入館料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

楽しい紙芝居（乳幼児向き）
１月21日（火）、２月18日（火）
11：00～11：20
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おさなごのわらべうたあそび
１月22日（水）、２月26日（水）
11：00～11：30
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

即興音楽とダンスのワークショップ
１月25日（土）、２月29日（土）
13：30～14：30
一般  要  無料  50名  わらべ館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
わらべ館

〒680-0022 鳥取市西町３-202
TEL（0857）22-7070　FAX（0857）22-3030

warabekan@warabe.or.jp
休館日：毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）

12月29日（日）～１月１日（水・祝）
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受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ東 部

おもちゃの病院
１月26日（日）、２月23日（日）
10：00～15：00
一般  不要  無料（部品代実費）  先着15件
わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昔あそび
２月１日（土）
14：00～15：00
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鉄道の世界へようこそ
２月８日（土）、９日（日）、11日（火・祝）
９：00～17：00（11日は16：00まで）
一般  不要  入館料  なし  わらべ館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
わらべ館

〒680-0022 鳥取市西町３-202
TEL（0857）22-7070　FAX（0857）22-3030

warabekan@warabe.or.jp
休館日：毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）

12月29日（日）～１月１日（水・祝）

令和元年度鳥取県・公立鳥取環境大学連携講座「くら
しの経済・法律講座」
１月９日（木）　⑬人生100歳時代のマネープラン

＜鳥取県家計管理支援事業＞
１月20日（月）　⑭サイバーセキュリティ対策

～サイバー犯罪に巻き込まれないために～
１月27日（月）　⑮知っておきたいお金と金融の話

～キャッシュレス化時代を踏まえて～
13：00～14：30
一般  要  無料  100名  公立鳥取環境大学

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県消費生活センター（東部駐在）
〒680-8570 鳥取市東町1-220

TEL（0857）20-7186　FAX（0857）26-8171
shohiseikatsu@pref.tottori.lg.jp

放送大学鳥取学習センター　2019年２学期セミナー
「認知機能とは何か～認知心理学入門」
１月10日（金）
14：30～16：00
一般  要  無料  12名
放送大学鳥取学習センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

放送大学鳥取学習センター　2019年２学期セミナー
「乾燥地を活かす食料生産技術－日本農業の国際貢献
（２）－」
１月12日（日）
14：30～16：00
一般  要  無料  12名
放送大学鳥取学習センター

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
放送大学鳥取学習センター

〒680-0845 鳥取市富安2-138-4
（鳥取市役所駅南庁舎５階）

TEL（0857）37-2351　FAX（0857）37-2352
newtottori@ouj.ac.jp

まちなか文学講座「『源氏物語』橋姫巻・椎本巻を読む」
１月15日（水）　椎本巻　かの宮は、まいて（20）～さるべきに

やおはしけむ。（25）
13：30～15：30
一般  要  無料  20名  宝林堂

※テキスト購入が必要です。詳細はお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

まちなか文学講座　楽しい川柳教室
１月16日（木）　川柳の発表（投句）、互選、感想や意見交流、川

柳の豆知識
２月13日（木）　同上、講座のまとめ
10：00～12：00
一般  要  無料  20名  宝林堂

※テキスト購入が必要です。詳細はお問い合わせください

鳥取大学　地域学部　住川英明
〒680-8551 鳥取市湖山町南4-101

TEL（0857）31-5082　FAX（0857）31-5082
machibun@ml.rs.tottori-u.ac.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
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受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施 対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ東 部

まちなか文学講座「日本近代文学を読む」『〈闇市〉を描
いた短編小説を読む』
１月24日（金）　野坂昭如「浣腸とマリア」（他）を読む
２月21日（金）　梅崎春生「蜆」（他）を読む
10：00～12：00
一般  要  無料  20名  宝林堂

※テキスト購入が必要です。詳細はお問い合わせください。

鳥取大学　地域学部　住川英明
〒680-8551 鳥取市湖山町南4-101

TEL（0857）31-5082　FAX（0857）31-5082
machibun@ml.rs.tottori-u.ac.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

令和元年度とっとり弥生の王国　青谷かみじち遺跡
土曜講座　第５回〈令和元年度発掘調査成果〉「第18
次調査の最新速報」
１月18日（土）
13：30～15：00
一般  要  無料  90名（先着順）  青谷町総合支所

※申込みが定員に満たない場合は当日参加も可能です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
倭人の真実2020　青谷上寺地遺跡出土人骨最新調
査研究講演会　弥生人骨の「時」を探る
２月22日 (土）
14：00～16：00
一般  要  無料  150名（先着順）
とりぎん文化会館

※申込みが定員に満たない場合は当日参加も可能です。

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県文化財局とっとり弥生の王国推進課

青谷上寺地遺跡整備室
〒689-0592 鳥取市青谷町青谷667
（鳥取市青谷町総合支所２階）

TEL（0857）85-5011　FAX（0857）85-5012
tottori-yayoi@pref.tottori.lg.jp

令和元年度鳥取市民大学（後期）郷土の歴史講座
１月21日（火）　町にあふれる放哉俳句～現代人を惹きつける

言葉の魅力～
13：30～15：00
一般  要  無料  50名  鳥取市文化センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度鳥取市民大学（後期）鳥取放送文化講座
２月４日（火）　大山の四季
２月18日（火）　守れ！うちの天然たい焼き
２月25日（火）　車いすバスケに挑む

13：30～15：00
一般  要  無料  50名  鳥取市文化センター

鳥取市民大学事務局（鳥取市文化センター内）
〒680-0841 鳥取市吉方温泉3-701

TEL（0857）27-5181　FAX（0857）27-5154
shidai@tottori-shinkoukai.or.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

鳥取県医師会　公開健康講座
１月23日（木）　「老人のうつ（仮）」
２月20日（木）　「高血圧（仮）」
14：00～15：30　（質疑込）
一般  不要  無料  200名
鳥取県健康会館（鳥取県医師会館）

公益社団法人　鳥取県医師会
〒680-8585 鳥取市戎町317

TEL（0857）27-5566　FAX（0857）29-1578
kouza@tottori.med.or.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

鳥取大学サイエンス・アカデミー
シリーズ『身近な心理学に触れる』　Vol.481
１月25日（土）　「悲しむ」という営み～人が人であり続けると

いうこと～
10：30～12：00
一般  不要  無料  なし 鳥取県立図書館

※米子市、倉吉市、琴浦町、南部町、大山町、新温泉町の各図書
館でライブ中継による聴講が出来ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鳥取大学サイエンス・アカデミー
シリーズ『身近な心理学に触れる』　Vol.482
２月８日（土）　未定
10：30～12：00
一般  不要  無料  なし 鳥取大学広報センター

※米子市、倉吉市、琴浦町、新温泉町の各図書館でライブ中継
による聴講が出来ます。

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取大学　地域価値創造研究教育機構

（企画管理室）
〒680-8550 鳥取市湖山町南4-101

TEL（0857）31-6777　FAX（0857）31-6708
koken@ml.adm.tottori-u.ac.jp
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令和２年

とっとり県民カレッジには、特別なキャンパスはありません。それぞれの講座会場がキャンパ
スとなります。市町村、大学などの高等教育機関などと連携し、それらの機関（「連携機関」）が
開催する講座を「連携講座」として位置づけています。入学手続きは不要です。「学びたい」とい
う思いがあれば、いつでもどなたでも受講可能です。

単位の取得ができます！ 講座の受講時間数により単位を認定し、取得単位数に応じた奨励等を
行っています。1時間につき1単位として認定（展覧会等は1回の鑑賞で1単位）され、各連携機関
からシールが配布されます。

連携講座会場で、単位認定シールが配布されなかった場合は、県立生涯学習センターまたは県民
カレッジ本部へご連絡ください。※連絡先は裏表紙をご覧ください。

とっとり県民カレッジってなに？

単位認定シール貼付用紙に貼ってください。
100単位たまったら県民カレッジ本部に持参
または郵送してください。

●100単位ごとに、奨励証を交付
●1,000単位ごとに、奨励賞を交付

単位認定シールを集めたらどうなるの？

とっとり県民学習ネット 検索

◀「とっとり県民学習ネット」
学びたい講座を講座名、開催日から簡単に
検索できます。
http://manabi.pref.tottori.lg.jp/

連携講座はインターネットでも確認できます！

講座を受講すると

県民カレッジ本部
（鳥取県教育委員会事務局社会教育課内）
〒680-8570 鳥取市東町1-271
TEL 0857-26-7944 FAX 0857-26-8175
kenmincollege@pref.tottori.lg.jp

「単位認定シール貼付用紙」について
下記のURLより様式をダウンロードして

ご利用ください。
http://www.pref.tottori.lg.jp/college/

※県民カレッジ本部、県立生涯学習センターでも配布しています。

講
座
・
講
演
会
な
ど

受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ東 部

鳥取大学サイエンス・アカデミー
シリーズ『身近な心理学に触れる』　Vol.483
３月14日（土）　未定
10：30～12：00
一般  不要  無料  なし 鳥取県立図書館

※米子市、倉吉市、琴浦町、新温泉町の各図書館でライブ中継
による聴講が出来ます。

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取大学　地域価値創造研究教育機構

（企画管理室）
〒680-8550 鳥取市湖山町南4-101

TEL（0857）31-6777　FAX（0857）31-6708
koken@ml.adm.tottori-u.ac.jp

おうちだにアカデミー
「近世大名池田家と武家の官位」
１月25日（土）
14：00～15：00
一般  不要  無料  40名（先着順）
鳥取市歴史博物館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おうちだにアカデミー
「一字一石塔ができるまで　千代川水難供養塔について」
２月22日（土）
14：00～15：00
一般  不要  無料  40名（先着順）
鳥取市歴史博物館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取市歴史博物館（やまびこ館）
〒680-0015 鳥取市上町88

TEL（0857）23-2140　FAX（0857）23-2149
info-yamabikokan@tbz.or.jp

探鳥会（東部）１月「オオワシを見よう！」
１月26日（日）
９：00～11：00
一般  不要  無料  なし
鳥取市湖山池青島　公園駐車場（青島大橋たもと）（集合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

探鳥会（東部）２月「冬の水鳥観察会！」
２月２日（日）
９：00～11：00
一般  不要  無料  なし

気高町宝木　ＪＡいなば宝木支店駐車場（集合）

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
ＮＰＯ法人日本野鳥の会鳥取県支部
〒683-0006 米子市車尾4-7-29 津森方

TEL（0859）21-7149　FAX（0859）21-7149
http：//www.toritorihp.or.jp/

公立鳥取環境大学公開講座2019
各地に眠る　在来作物と地域づくりへの生かし方
２月15日（土）
10：30～12：00
一般  要  無料  なし  とりぎん文化会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公立鳥取環境大学公開講座2019
地域格差の原因と地域の将来－地域産業形成の歴史
から地域の未来を考える－
３月７日（土）
10：30～12：00
一般  要  無料  なし  とりぎん文化会館

公立鳥取環境大学　企画交流推進課
〒689-1111 鳥取市若葉台北1-1-1

TEL（0857）38-6704　FAX（0857）32-9053
event@kankyo-u.ac.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

ものづくり講座　琥珀標本を作ろう！
２月23日（日)
10：00～12：00
一般  要（２/９（日）から受付)  無料  20名（先着順）
山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館（集合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

野外観察会　打ち上げ貝探し
３月15日（日)
９：00～12：00
一般（中学生以下は保護者同伴）  要（３/１（日）から受付)  
無料  20名（先着順）
山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館（集合）

山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館
〒681-0001 岩美町牧谷1794-4

TEL（0857）73-1445　FAX（0857）73-1446
sanin-geopark@pref.tottori.lg.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
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令和２年

とっとり県民カレッジには、特別なキャンパスはありません。それぞれの講座会場がキャンパ
スとなります。市町村、大学などの高等教育機関などと連携し、それらの機関（「連携機関」）が
開催する講座を「連携講座」として位置づけています。入学手続きは不要です。「学びたい」とい
う思いがあれば、いつでもどなたでも受講可能です。

単位の取得ができます！ 講座の受講時間数により単位を認定し、取得単位数に応じた奨励等を
行っています。1時間につき1単位として認定（展覧会等は1回の鑑賞で1単位）され、各連携機関
からシールが配布されます。

連携講座会場で、単位認定シールが配布されなかった場合は、県立生涯学習センターまたは県民
カレッジ本部へご連絡ください。※連絡先は裏表紙をご覧ください。

とっとり県民カレッジってなに？

単位認定シール貼付用紙に貼ってください。
100単位たまったら県民カレッジ本部に持参
または郵送してください。

●100単位ごとに、奨励証を交付
●1,000単位ごとに、奨励賞を交付

単位認定シールを集めたらどうなるの？

とっとり県民学習ネット 検索

◀「とっとり県民学習ネット」
学びたい講座を講座名、開催日から簡単に
検索できます。
http://manabi.pref.tottori.lg.jp/

連携講座はインターネットでも確認できます！

講座を受講すると

県民カレッジ本部
（鳥取県教育委員会事務局社会教育課内）
〒680-8570 鳥取市東町1-271
TEL 0857-26-7944 FAX 0857-26-8175
kenmincollege@pref.tottori.lg.jp

「単位認定シール貼付用紙」について
下記のURLより様式をダウンロードして

ご利用ください。
http://www.pref.tottori.lg.jp/college/

※県民カレッジ本部、県立生涯学習センターでも配布しています。

講
座
・
講
演
会
な
ど

受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施

受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ中 部 対対象　申申込　料料金　定定員　場場所

対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ東 部

探鳥会（中部）１月「新年の冬鳥観察会！」
１月５日（日）
10：00～12：00
一般  不要  無料  なし
湯梨浜町東郷池　道の駅「燕趙園」駐車場（集合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

探鳥会（中部）２月「コハクチョウ観察会！」
２月９日（日）
8：00～10：00
一般  不要  無料  なし
湯梨浜町はわい長瀬　天神川桜づつみ公園トイレ前（集合）

　※羽合体育館の西側

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
ＮＰＯ法人日本野鳥の会鳥取県支部
〒683-0006 米子市車尾4-7-29 津森方

TEL（0859）21-7149　FAX（0859）21-7149
http：//www.toritorihp.or.jp/

生涯学習公開講座　山田邦子講演会
「笑顔で、いこう！」
１月19日（日）
13：30～15：30
一般  要  無料  494名  ハワイアロハホール

※詳細はP26に掲載

鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）
〒680-0846 鳥取市扇町21

TEL（0857）21-2331　FAX（0857）21-2267
manabi@fureaikaikan.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

令和元年度　福祉教育推進セミナー「はぐくもう！ふ
くしの心 ～ふだんのくらしのしあわせを願って～」
１月29日（水）
13：00～16：00

一般  要（１/10まで受付)  無料  100名
新日本海新聞社中部本社

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県社会福祉協議会福祉振興部
〒689-0201 鳥取市伏野1729-5
鳥取県立福祉人材研修センター内

TEL（0857）59-6344　FAX（0857）59-6340
vc@tottori-wel.or.jp

第45回倉吉市部落解放文化祭
～人間解放の文化を創造しよう～【実践発表の部】
実践発表「中部地区高等学校同和教育研究会」
講演会「改めて、部落史を学び直す」～近代医学の基礎
を築いた人々から～
２月８日（土）
13：30～16：10
一般  不要  無料  なし  倉吉未来中心

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
倉吉市役所企画産業部人権政策課
〒682-8611 倉吉市葵町722

TEL（0858）22-8130　FAX（0858）23-9100
jinkenseisaku@city.kurayoshi.lg.jp

PCネットワーク科
３月１日（日）、８（日）、15（日）
９：30～16：30
お仕事をされている方で、パソコン基礎習得者
12/23（月）～２/３（月）正午まで  有料
10名  鳥取県立産業人材育成センター倉吉校

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県立産業人材育成センター倉吉校

〒682-0018 倉吉市福庭町2-1
TEL（0858）26-2247　FAX（0858）26-2248

第13回まなび・ふれあい交流会
３月７日（土）　9：30～17：00
３月８日（日）　9：30～16：00
※展示、舞台、ミニコンサート、体験、茶席、活動紹介等あり。
一般  不要  無料（体験コーナーほか一部有料）
なし  鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

※詳細はP22に掲載

鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）
〒680-0846 鳥取市扇町21

TEL（0857）21-2331　FAX（0857）21-2267
manabi@fureaikaikan.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
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令和２年

とっとり県民カレッジには、特別なキャンパスはありません。それぞれの講座会場がキャンパ
スとなります。市町村、大学などの高等教育機関などと連携し、それらの機関（「連携機関」）が
開催する講座を「連携講座」として位置づけています。入学手続きは不要です。「学びたい」とい
う思いがあれば、いつでもどなたでも受講可能です。

単位の取得ができます！ 講座の受講時間数により単位を認定し、取得単位数に応じた奨励等を
行っています。1時間につき1単位として認定（展覧会等は1回の鑑賞で1単位）され、各連携機関
からシールが配布されます。

連携講座会場で、単位認定シールが配布されなかった場合は、県立生涯学習センターまたは県民
カレッジ本部へご連絡ください。※連絡先は裏表紙をご覧ください。

とっとり県民カレッジってなに？

単位認定シール貼付用紙に貼ってください。
100単位たまったら県民カレッジ本部に持参
または郵送してください。

●100単位ごとに、奨励証を交付
●1,000単位ごとに、奨励賞を交付

単位認定シールを集めたらどうなるの？

とっとり県民学習ネット 検索

◀「とっとり県民学習ネット」
学びたい講座を講座名、開催日から簡単に
検索できます。
http://manabi.pref.tottori.lg.jp/

連携講座はインターネットでも確認できます！

講座を受講すると

県民カレッジ本部
（鳥取県教育委員会事務局社会教育課内）
〒680-8570 鳥取市東町1-271
TEL 0857-26-7944 FAX 0857-26-8175
kenmincollege@pref.tottori.lg.jp

「単位認定シール貼付用紙」について
下記のURLより様式をダウンロードして

ご利用ください。
http://www.pref.tottori.lg.jp/college/

※県民カレッジ本部、県立生涯学習センターでも配布しています。

講
座
・
講
演
会
な
ど

受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ西 部

「第25回米子水鳥公園 絵画コンクール」作品募集
12月14日（土）～令和２年１月８日（水）
8：30～17：30の間いつでも
※毎週火曜日・12月29日（日）～12月31日（火）休館
※開館時間：平日８：30～17：30・土日祝７：00～17：30
小学生  不要  無料  なし
米子水鳥公園ネイチャーセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自然観察会「初日の出！コハクチョウ観察会」
１月１日（水・祝）
７：00～８：00
どなたでも  当日受付  入館料
なし   米子水鳥公園ネイチャーセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お正月企画「ドングリこま回し大会2020」
１月１日（水・祝）～１月５日（日）
8：30～17：30の間いつでも
※毎週火曜日休館
※開館時間：平日８：30～17：30・土日祝７：00～17：30
小学生以上がおすすめ  当日受付  入館料  なし
米子水鳥公園ネイチャーセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お正月企画「水鳥公園の生きものカルタで遊ぼう！」
１月１日（水・祝）～１月５日（日）
8：30～17：30の間いつでも
※毎週火曜日休館
※開館時間：平日８：30～17：30・土日祝７：00～17：30
５名前後の家族や友人グループ  不要  入館料
１回につき５名前後  米子水鳥公園ネイチャーセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

手作り自然教室「水鳥の絵を描く会Ｐart２」
１月５日（日）
９：00～12：00
小学生（１・２年生は保護者同伴）  要  無料
先着15名  米子水鳥公園ネイチャーセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

世界湿地の日記念「米子水鳥公園カモ総選挙2020」
２月１日（土）～２月29日（土）
８：30～17：30の間いつでも
※投票は一日に１回で、期間中に何度でも投票できます。
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ネイチャーセンター入館者  不要  入館料  なし
米子水鳥公園ネイチャーセンター

手作り自然教室「中海の恵みを味わおう会！」
２月16日（日）
10：00～14：00
小学生以上  要  有料  保護者同伴の先着８組16名
米子水鳥公園ネイチャーセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自然観察会「さよならコハクチョウ！」
３月７日（土）
7：00～8：00
小学生以上がおすすめ  不要  入館料  なし
米子水鳥公園ネイチャーセンター

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
米子水鳥公園ネイチャーセンター
〒683-0855 米子市彦名新田665

TEL（0859）24-6139　FAX（0859）24-6140

つつじ読書会
１月４日（土）、２月１日（土）
14：00～16：00
一般  要  無料  15名  米子市立図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

楽しく漢文に学ぶ会
１月５日（日）、２月２日（日）
13：30～15：30
一般  要  無料  25名  米子市立図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

古文書を楽しむ会　初級
１月８日（水）、22日（水）、２月12日（水）、26日（水）
14：00～16：00
一般  要  無料  20名  米子市立図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伯耆文化研究会
１月11日（土）
13：30～15：30
一般  不要  有料  140名  米子市立図書館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
米子市立図書館

〒683-0822 米子市中町8
TEL（0859）22-2612　FAX（0859）22-2637

jimu5000@yonago-toshokan.jp
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令和２年

とっとり県民カレッジには、特別なキャンパスはありません。それぞれの講座会場がキャンパ
スとなります。市町村、大学などの高等教育機関などと連携し、それらの機関（「連携機関」）が
開催する講座を「連携講座」として位置づけています。入学手続きは不要です。「学びたい」とい
う思いがあれば、いつでもどなたでも受講可能です。

単位の取得ができます！ 講座の受講時間数により単位を認定し、取得単位数に応じた奨励等を
行っています。1時間につき1単位として認定（展覧会等は1回の鑑賞で1単位）され、各連携機関
からシールが配布されます。

連携講座会場で、単位認定シールが配布されなかった場合は、県立生涯学習センターまたは県民
カレッジ本部へご連絡ください。※連絡先は裏表紙をご覧ください。

とっとり県民カレッジってなに？

単位認定シール貼付用紙に貼ってください。
100単位たまったら県民カレッジ本部に持参
または郵送してください。

●100単位ごとに、奨励証を交付
●1,000単位ごとに、奨励賞を交付

単位認定シールを集めたらどうなるの？

とっとり県民学習ネット 検索

◀「とっとり県民学習ネット」
学びたい講座を講座名、開催日から簡単に
検索できます。
http://manabi.pref.tottori.lg.jp/

連携講座はインターネットでも確認できます！

講座を受講すると

県民カレッジ本部
（鳥取県教育委員会事務局社会教育課内）
〒680-8570 鳥取市東町1-271
TEL 0857-26-7944 FAX 0857-26-8175
kenmincollege@pref.tottori.lg.jp

「単位認定シール貼付用紙」について
下記のURLより様式をダウンロードして

ご利用ください。
http://www.pref.tottori.lg.jp/college/

※県民カレッジ本部、県立生涯学習センターでも配布しています。

講
座
・
講
演
会
な
ど

受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施 対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ西 部

古文書を楽しむ会　中級
１月15日（水）、２月５日（水）、19日（水）
13：00～15：00
一般  要  無料  20名  米子市立図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

古文書研究会
１月25日（土）、２月22日（土）
13：30～15：00
一般  不要  無料  あり  米子市立図書館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
米子市立図書館

〒683-0822 米子市中町8
TEL（0859）22-2612　FAX（0859）22-2637

jimu5000@yonago-toshokan.jp

2019年度童謡講座「童謡をみんなでうたう会」
♪月曜コース
１月６日（月）、２月10日（月）
10：30～11：45
一般  不要  有料  あり  米子市文化ホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019年度童謡講座「童謡をみんなでうたう会」
♪木曜コース
１月30日（木）、２月27日（木）
10：30～11：30
一般  不要  有料  あり  米子市文化ホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019年度童謡講座「童謡をみんなでうたう会」
♪チャイルドコース
１月30日（木）、２月27日（木）
11：30～12：00
１歳～就学前のお子さまとおうちのかた  不要
無料  あり  米子市文化ホール

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ダンス・フェス1　ver.11
２月８日（土）～２月９日（日）
13：30～
一般  不要  有料  1000名  米子市公会堂

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
米子市文化ホール

〒683-0043 米子市末広町293
TEL（0859）35-4171　FAX（0859）35-4175

yonagobh@chukai.ne.jp

令和元年度伯耆町人権啓発講座　ひまわりセミナー　
第８回
１月10日（金）　テーマ：高齢者の人権

講演「高齢期の楽しい過ごし方」
10：00～11：45
どなたでも  不要  無料  なし  伯耆町立溝口公民館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度伯耆町人権啓発講座　ひまわりセミナー　
第９回
２月７日（金）　テーマ：高齢者の人権

講演「怒りの感情と上手に向き合う方法（アン
ガーマネジメント）を学ぼう」

14：00～15：30
どなたでも  不要  無料  なし  伯耆町立岸本公民館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和元年度伯耆町人権啓発講座　ひまわりセミナー　
第10回
３月６日（金）　閉講式

講演「　　　」（★調整中）
19：00～20：30
どなたでも  不要  無料  なし  伯耆町文化センター

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
伯耆町教育委員会事務局　人権政策室
〒689-4201 西伯郡伯耆町溝口647

TEL（0859）62-0713　FAX（0859）62-7172

さなめ壽劇場　其之弐
１月13日（月・祝）　新春寄席
14：00～15：30
一般  不要  有料  88名
米子市淀江文化センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ランチタイムレコード（１月）
１月14日（火）　ブラームス交響曲　第１番
12：15～13：00
一般  不要  無料  なし  米子市淀江文化センター

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
米子市淀江文化センター（さなめホール）
〒689-3403 米子市淀江町西原708-4

TEL（0859）39-4050　FAX（0859）39-4051

12



令和２年
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受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ西 部

レクチャー講座「ブラームスの管弦楽曲の楽しみ方」
１月14日（火）
13：10～14：00
一般  不要  無料  なし  米子市淀江文化センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ランチタイムレコード（２月）
２月11日（火・祝）　昭和歌謡鑑賞会
12：15～14：00
一般  不要  無料  なし
米子市淀江文化センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ランチタイムレコード（３月）
３月10日（火）　高橋竹山　津軽の心
12：15～13：15
一般  不要  無料  なし
米子市淀江文化センター

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
米子市淀江文化センター（さなめホール）
〒689-3403 米子市淀江町西原708-4

TEL（0859）39-4050　FAX（0859）39-4051

鳥取県西部医師会　一般公開健康講座
１月16日（木）　「逆流性食道炎から食道がんまで －食道の病

気最前線－」
２月20日（木）　「未定」
３月12日（木）　「未定」
14：00～15：30
一般  不要  無料  なし  米子市文化ホール

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
公益社団法人　鳥取県西部医師会
〒683-0824 米子市久米町136

TEL（0859）34-6251　FAX（0859）34-6252

Joyful Plaza　第41回　元気講座
１月23日（木）
第１講座（社会）「郷土」　　13：00～13：45
第２講座（国語）「古典」　　13：50～14：35
第３講座（体育）「ダンス」　15：00～15：45
第４講座（音楽）「合唱」　　15：45～16：30
一般  要  有料  なし  米子市公会堂

Joyful Plaza　第42回　元気講座
３月12日（木）
第１講座（社会）「郷土」　　13：00～13：45
第２講座（国語）「古典」　　13：50～14：35
第３講座（体育）「ダンス」　15：00～15：45
第４講座（音楽）「合唱」　　15：45～16：30
一般  要  有料  なし  米子市公会堂

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
Joyful Plaza（畠山和子）
TEL（080）6348-0753

バラ教室（応用編）
１月25日（土）
13：30～15：30
一般  要（先着順）  有料  25名  とっとり花回廊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

押し花教室
２月16日（日）
13：00～16：00
一般  要（先着順）  有料  20名  とっとり花回廊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フラワーアレンジメント教室
２月23日（日）
14：00～16：00
一般  要（先着順）  有料  10名  とっとり花回廊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

バラ教室（基本編）
２月29日（土）
10：00～12：00
一般  要（先着順）  無料  30名  とっとり花回廊

とっとり花回廊　花*はな*カレッジ係
〒683-0217 西伯郡南部町鶴田110

TEL（0859）48-3052　FAX（0859）48-3035
f-fl ower@tottorihanakairou.or.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
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受講の申込み・問合せは、
それぞれの連携機関へ！

とっとり県民カレッジ連携講座情報 １月～２月 実
施 対対象　申申込　料料金　定定員　場場所受講の申込み・問合せは、それぞれの連携機関へ西 部

県立生涯学習センター生涯学習スクール「まなび」講座は19~21頁をご覧ください。

令和元年度　第３回　国際交流ライブラリー講演会
【西部】
「ノスタルジーと熱狂　ロシアとロシア文化を考える」
１月25日 (土）
14：00～16：00
一般  不要  無料  80名  米子市立図書館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県立図書館

〒680-0017 鳥取市尚徳町101
TEL（0857）26-8155　FAX（0857）22-2996

toshokan@pref.tottori.lg.jp

令和元年度とっとり弥生の王国　むきばんだ遺跡
土曜講座５
「お墓で語る妻木晩田遺跡の弥生社会」
２月８日（土）
13：30～15：00
一般  不要  無料  40名
鳥取県立むきばんだ史跡公園

鳥取県立むきばんだ史跡公園
〒689-3324 西伯郡大山町妻木1115-4

TEL（0859）37-4000　FAX（0859）37-4001
mukibanda@pref.tottori.lg.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

探鳥会（西部）２月「海鳥（シノリガモ、ヒメウ）観察会！」
２月23日（日）
９：00～11：30
一般  不要  無料  なし
米子市糀町　鳥取県西部総合事務所駐車場（集合）

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
ＮＰＯ法人日本野鳥の会鳥取県支部
〒683-0006 米子市車尾4-7-29 津森方

TEL（0859）21-7149　FAX（0859）21-7149
http：//www.toritorihp.or.jp/

素敵な関係をつくるコミュニケーション講座
２月27日（木）
13：00～14：30
一般  要  無料  50名

米子コンベンションセンター

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県男女共同参画センター　よりん彩
〒682-0816 倉吉市駄経寺町212-5

TEL（0858）23-3901　FAX（0858）23-3989

第３回ミュージアムスクール　美術上映会
３月１日（日）
14：00～15：30
一般  不要  無料  40名  米子市美術館

米子市美術館
〒683-0822 米子市中町12

TEL（0859）34-2424　FAX（0859）33-0679
art-museum@yonagobunka.net

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

プレゼンテーション科(在職者訓練)
３月１日（日）、８日（日）、15日（日）
９：30～16：30
お仕事をされている方で、パソコンの基礎知識をもち、日常

業務に支障がない程度にパソコン操作のできる方
要  有料  15名
鳥取県立産業人材育成センター米子校

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県立産業人材育成センター米子校
〒683-0851 米子市夜見町3001-8

TEL（0859）24-0372　FAX（0859）24-4094

公立鳥取環境大学公開講座2019
各地に眠る　在来作物と地域づくりへの生かし方
３月14日（土）
10：30～12：00
一般  要  無料  なし
公立鳥取環境大学西部サテライトキャンパス

公立鳥取環境大学　企画交流推進課
〒689-1111 鳥取市若葉台北1-1-1

TEL（0857）38-6704　FAX（0857）32-9053
event@kankyo-u.ac.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
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１回につき１単位 として単位認定される連携講座

対対象　申申込　料料金　定定員　場場所

展覧会・作品展示など
※開催期日や内容などは、都合により変更になる場合があります。

東 部 企画展 など

第13回 池田家墓所写真コンクール 写真部門作品募集
第13回 池田家墓所写真コンクール フォト575部門
作品募集
７月１日（月）～令和２年１月31日（金）
一般  不要  無料  なし
国史跡鳥取藩主池田家墓所

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
公益財団法人　史跡鳥取藩主池田家墓所保存会
（鳥取県地域づくり推進部文化財局文化財課内）

〒680-8570鳥取市東町1-220
TEL（0857）26-7524　FAX（0857）26-8128

ikedakebosho@triton.ocn.ne.jp

童謡・唱歌企画展「テレビ番組から生まれた子どもの
うた」
10月17日（木）～３月１日（日）
９：00～17：00
一般  不要  無料  なし  わらべ館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おもちゃと遊びの企画展「集めに集めた郷土玩具 －旅
と土産と思い出と－」
１月16日（木）～３月１日（日）
9：00～17：00
一般  不要  無料  なし  わらべ館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
わらべ館

〒680-0022 鳥取市西町３-202
TEL（0857）22-7070　FAX（0857）22-3030

warabekan@warabe.or.jp
休館日：毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日）

12月29日（日）～１月１日（水・祝）

第17回鳥取県ジュニア美術展覧会
（ジュニア県展）本展示
12月21日（土）～令和２年１月５日（日）
９：00～17：00
一般  不要  無料  なし  鳥取県立博物館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県地域づくり推進部文化政策課
〒680-8570 鳥取市東町1-220

TEL（0857）26-7134　FAX（0857）26-8108
bunsei@pref.tottori.lg.jp

企画展　佐治の名品
１月18日（土）～３月22日（日）
9：00～17：00（16：30最終入館）
一般  不要  無料  なし
鳥取市歴史博物館（やまびこ館）

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取市歴史博物館（やまびこ館）
〒680-0015 鳥取市上町88

TEL（0857）23-2140　FAX（0857）23-2149
info-yamabikokan@tbz.or.jp

生涯学習展示コーナー
１月21日（火）～１月26日（日）　創鳥会～生活を楽しむ詩文

書作品
１月29日（水）～２月７日（金）　パズルと同色ゲームの世界

展
9：00～21：00
※日曜・祝日（９：00～19：00）
一般  不要  無料  なし
鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

〒680-0846 鳥取市扇町21
TEL（0857）21-2331　FAX（0857）21-2267

manabi@fureaikaikan.jp

企画展「生誕100年 國領經郎展 －静寂なる砂の景－」
１月25日（土）～２月25日（火）
９：00～17：00
※休館日：１月27日（月）、２月３日（月）、17日（月）
一般  不要  有料  なし  鳥取県立博物館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
鳥取県立博物館

〒680-0011 鳥取市東町2-124
TEL（0857）26-8045　FAX（0857）26-8041

hakubutsukan@pref.tottori.lg.jp
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対対象　申申込　料料金　定定員　場場所中 部 企画展 など

明治・大正・昭和の生活道具「太平洋戦争とその時代の
道具」
12月７日（土）～令和２年１月26日（日）
９：00～17：00
一般  不要  無料  なし  北栄みらい伝承館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

北栄町の人物伝「豪農　岩本廉蔵　経済・政治・教育」
２月15日（土）～３月31日（火）
９：00～17：00
一般  不要  無料  なし  北栄みらい伝承館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
北栄みらい伝承館

〒689-2103 東伯郡北栄町田井47-1
TEL（0858）36-4309

コミュニティプラザ倉吉百花堂　展示
１月２日（木）～１月14日（火） 山田和之作品展
１月18日（土）～１月19日（日） 　「Jam tunセネガル・クラウ
 ドファンディング報告会」
１月22日（水）～１月26日（日） もじゃと小松の動画づくり
 授業

～中学校での活動　約10年
 分～
２月１日（土）～２月14日（金） 鳥取県中部地区中学校美術
 科教員作品展
 光彩展
２月19日（水）～２月28日（金） アジアのちびっ子画伯たち
 コミュニティプラザ百花堂
 巡回展
10：00～19：00

一般  不要  無料  なし
コミュニティプラザ倉吉百花堂

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
コミュニティプラザ倉吉百花堂
〒682-0881 倉吉市宮川町127-2

TEL（0858）22-6811　FAX（0858）22-8615

第17回鳥取県ジュニア美術展覧会
（ジュニア県展）中部地区展
１月25日（土）～２月２日（日）
９：00～17：00
※１月27日（月）は休館日
一般   不要  無料  なし  倉吉博物館

鳥取県地域づくり推進部文化政策課
〒680-8570 鳥取市東町1-220

TEL（0857）26-7134　FAX（0857）26-8108
bunsei@pref.tottori.lg.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

第45回倉吉市部落解放文化祭
～人間解放の文化を創造しよう～【作品展示の部】
２月７日（金）～９日（日）
９：00～17：00
一般   不要  無料  なし  倉吉未来中心

倉吉市役所企画産業部人権政策課
〒682-8611 倉吉市葵町722

TEL（0858）22-8130　FAX（0858）23-9100
jinkenseisaku@city.kurayoshi.lg.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

鳥取県立博物館
TEL（0857）26-8042　FAX（0857）26-8041

因幡万葉歴史館
TEL（0857）26-1780　FAX（0857）26-1781

あおや和紙工房
TEL（0857）86-6060　FAX（0857）86-6061

鳥取県埋蔵文化財センター
TEL（0857）27-6711　FAX（0857）27-6712

鳥取市河原町お城山展望台　河原城 
TEL（0858）85-0046　FAX（0858）85-1946

ゆかむりギャラリー尾崎翠資料館
TEL（0857）72-1431　FAX（0857）73-0745

わらべ館
TEL（0857）22-7070　FAX（0857）22-3030

鳥取市さじアストロパーク
TEL（0858）89-1011　FAX（0858）88-0103

氷ノ山自然ふれあい館　響の森
TEL（0858）82-1620　FAX（0858）82-1612

鳥取市歴史博物館（やまびこ館）
TEL（0857）23-2140　FAX（0857）23-2149

鳥取市用瀬郷土歴史館
（連絡先：鳥取市立用瀬図書館）
TEL（0858）87-2702　FAX（0858）87-2732

若桜郷土文化の里
TEL＆FAX（0858）82-0583

渡辺美術館
TEL＆FAX（0857）24-1152

もちがせ流しびなの館
TEL（0858）87-3222　FAX（0858）87-3169

国指定重要文化財　石谷家住宅
TEL（0858）75-3500　FAX（0858）75-3533

国指定重要文化財　仁風閣
TEL＆FAX（0857）26-3595

あおや郷土館
TEL＆FAX（0857）85-2351

西河克巳映画記念館
TEL（0858）76-1111　FAX（0858）76-1112

荒木又右衛門記念館（玄忠寺）
TEL（0857）22-5294　FAX（0857）22-1059

青谷上寺地遺跡展示館
TEL（0857）85-0841　FAX（0857）85-0844

常 設展示 　※常時は開館していない機関もありますので、詳しくはお問い合わせください。
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鳥取県立鳥取二十世紀梨記念館
TEL＆FAX（0858）23-1174

中国庭園燕趙園
TEL（0858）32-2180　FAX（0858）32-2185

日韓友好資料館
TEL（0858）55-7049　FAX（0858）82-0583

倉吉博物館・倉吉歴史民俗資料館
TEL（0858）22-4409　FAX（0858）22-4415

三徳山三佛寺宝物殿
TEL（0858）43-2666　FAX（0858）43-2661

北栄みらい伝承館
TEL（0858）36-4309 

鳥取短期大学絣美術館
TEL（0858）26-9155

青山剛昌ふるさと館
TEL（0858）37-5389　FAX（0858）37-6475

常 設展示 　※常時は開館していない機関もありますので、詳しくはお問い合わせください。

対対象　申申込　料料金　定定員　場場所西 部 企画展 など

教育月間協賛企画　ハート　ホット　アート展
三施設合同（えがお・祥福園・もみの木園）
11月２日（土）～令和２年２月11日（火）
９：00～17：00
※火曜日・12/29～１/４休館（火曜日祝日の場合は開館し翌
日休館）
どなたでも  不要  入館料無料  なし
南部町祐生出会いの館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

今上天皇御大礼記念　大正・昭和の御大礼資料展
11月６日（土）～令和２年１月27日（月）
９：00～17：00
※火曜日・12/29～１/４休館（火曜日祝日の場合は開館し翌
日休館）
一般  不要  入館料無料  なし
南部町祐生出会いの館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

祐生を囲んだ品々　祐生の生きた懐かしい時代（仮）
２月１日（土）～３月30日（月）
９：00～17：00
※火曜日休館（祝日の場合は開館し翌日休館）
一般  不要  入館料  なし
南部町祐生出会いの館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第21回年賀状版画コンクール応募作品展
２月１日（土）～３月30日（月）
９：00～17：00
※火曜日休館（祝日の場合は開館し翌日休館）
どなたでも  不要  入館料  なし
南部町祐生出会いの館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小笹　彗写真作品展(仮)
２月15日（土）～４月20日（月）
９：00～17：00
※火曜日休館（祝日の場合は開館し翌日休館）
どなたでも  不要  入館料  なし

南部町祐生出会いの館

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
南部町祐生出会いの館

〒683-0343 西伯郡南部町下中谷1008
TEL（0859）66-4755　FAX（0859）66-4755

企画展「2019　彼岸花の里俳句大会受賞作品&彼岸
花のある風景フォトコンクール応募・受賞作品展」
11月23日（土・祝）～令和２年１月13日（月・祝）
９：30～18：00
※毎週火曜日休館
一般  不要  無料  なし  上淀白鳳の丘展示館

上淀白鳳の丘展示館
〒683-3411 米子市淀江町福岡977-2

TEL（0859）56-2271　FAX（0859）21-5480
tenjikan@hakuhou.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

児童画展/日野郡児童画展・第78回全国教育美術展
12月20日（金）～令和２年２月２日（日）
８：30～17：00
※12/23（月）、29（日）～１/３（金）、６（月）、13（月・祝）、
14（火）、20（月）、27（月）は休館
一般  不要  有料  なし  日南町美術館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所蔵品展/佐武林蔵コレクション・足羽俊夫作品
２月14日（金）～３月31日（火）
８：30～17：00
※２/17（月）、23（日・祝）、24（月・振）、３/２（月）、９（月）、
16（月）、20（金・祝）、23（月）、30（月）は休館
一般  不要  有料  なし  日南町美術館

日南町美術館
〒689-5212 日野郡日南町霞785

TEL（0859）77-1113　FAX（0859）77-1115
s1052@town.nichinan.lg.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

17



展
覧
会
・
作
品
展
示
な
ど

対対象　申申込　料料金　定定員　場場所西 部 企画展 など

米子水鳥公園「米子水鳥公園の野生鳥
獣とバードカービング」
TEL（0859）24-6139　FAX（0859）24-6140

海とくらしの史料館
TEL（0859）44-2000　FAX（0859）44-2009

日吉津村民俗資料館
連絡先：日吉津村教育委員会事務局 
TEL（0859）27-5956　FAX（0859）27-0903

アジア博物館・井上靖記念館
TEL（0859）25-1251　FAX（0859）25-1700

南部町祐生出会いの館
TEL＆FAX（0859）66-4755 

鳥取県立むきばんだ史跡公園
「弥生の館むきばんだ」
TEL（0859）37-4000　FAX（0859）37-4001

夢みなとタワー
TEL（0859）47-3800　FAX（0859）47-3806

鳥取県立とっとり花回廊
TEL（0859）48-3030　FAX（0859）48-3040

鳥取県立大山自然歴史館
TEL（0859）52-2327　FAX（0859）52-2330

水木しげる記念館
TEL（0859）42-2171　FAX（0859）42-2172

伯耆国山岳美術館
TEL＆FAX（0859）63-0396 

日南町美術館
TEL（0859）77-1113　FAX（0859）77-1115

常 設展示 　※常時は開館していない機関もありますので、詳しくはお問い合わせください。

日南町の地質と化石展
２月14日（金）～３月31日（火）
8：30～17：00
※2/17（月）、23（日・祝）、24（月・振）、３/２（月）、９（月）、
16（月）、20（金・祝）、23（月）、30（月）は休館
一般  不要  有料  なし  日南町美術館

日南町美術館
〒689-5212 日野郡日南町霞785

TEL（0859）77-1113　FAX（0859）77-1115
s1052@town.nichinan.lg.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

第17回鳥取県ジュニア美術展覧会
（ジュニア県展）西部地区展
１月11日（土）～１月19日（日）
10：00～18：00
※１月15日（水）は休館日
一般  不要  無料  なし  米子市美術館

鳥取県地域づくり推進部文化政策課
〒680-8570 鳥取市東町1-220

TEL（0857）26-7134　FAX（0857）26-8108
bunsei@pref.tottori.lg.jp

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

AIR475 2019 / 米子市美術館 共同企画展
「秋山さやか展　米子をほどく 2009-2019」
１月12日（日）～２月２日（日）
10：00～18：00
※毎週水曜日休館
一般  不要  無料  なし  米子市美術館

米子市美術館 特別企画展
「神々の微笑　－小灘一紀 絵画のあゆみ」
２月16日（日）～３月15日（日）
10：00～18：00
※毎週水曜日休館
一般  不要  有料  なし  日米子市美術館

米子市美術館
〒683-0822 米子市中町12

TEL（0859）34-2424　FAX（0859）33-0679
art-museum@yonagobunka.net

● 連携機関・問合せ・申込先 ●

「第25回米子水鳥公園 絵画コンクール」作品展
１月18日（土）～３月１日（日）
8：30～17：30
※11日（火）を除く毎週火曜日と12日（水）は休館
※開館時間：平日８：30～17：30・土日祝日７：00～17：30
どなたでも  不要  入館料  なし
米子水鳥公園ネイチャーセンター

● 連携機関・問合せ・申込先 ●
米子水鳥公園ネイチャーセンター
〒683-0855 米子市彦名新田665

TEL（0859）24-6139　FAX（0859）24-6140
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生涯学習スクール
１～２月の連携講座

生涯学習スクール「まなび」とは県民ふれあい会館で県民が自主的に開催する学習・文化・レクリエーションなどの
生涯学習に関する講座や教室の総称です。随時申込可能です。窓口、TEL、FAX、メールで申込んでください。
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涯
学
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ル
「
ま
な
び
」

生涯学習スクール「まなび」講座・教室一覧 開催期日や内容などは、都合により変更になる場合があります。
項
目 講座名・内容 開催日時 経費等 ふれあい会館からのコメント

手
　
　
工
　
　
芸

和紙ちぎり絵教室
第１火曜日　９：00～12：00
第１木曜日　９：00～12：00
第１金曜日　９：00～12：00

１回 1,000円
教材費 1,000円～ 手すき和紙で和紙ちぎり絵を作成

Art Studio N２
グラスアート教室

グラスアート・シルエットアート
　　　　　　　　第１土曜日
タイルクラフト　第３土曜日
13：00～15：00

１回 1,000円
教材費 1,000円～

フィルムとリード線で、ステンドグラ
スさながらの作品づくり

ポーセラーツ教室 第３水曜日　10：00～13：00 １回 1,000円
教材費 1,000円程度

白磁の器等に転写紙を貼り、絵の具で
絵付けをした作品づくり

シャドーボックス
（ペーパークラフト）

第１・３火曜日
13：00～15：30

月２回 2,000円
教材費 800円～

平面の絵画を立体（三次元）に再構築す
るペーパークラフト

キルトサークル
ひなたぼっこ

第１・４土曜日
９：00～12：00 月２回 2,000円 楽しく作品を作成

ニット＆クロッシェ教室 第２日曜日　10：00～12：00 １回 1,000円
教材費 300円～500円

初心者から中級者を対象とした編物教
室

ハーダンガー刺繍教室 第１・３月曜日
13：00～15：00

月２回 2,000円
教材費別途

ノルウェーの伝統工芸として大切に保
存・伝承されている清楚で上品な刺繍

ペーパーデコレーション
（ペーパークラフト） 第３火曜日　10：00～12：00 １回 1,000円

教材費 １回 1,000円～
いろんな紙をアレンジして大人の紙工
作をしませんか。

布こもの＆
クレイジーキルト 第１木曜日　９：00～12：00 月１回 1,000円

教材費別途
生徒さんの希望を聞きつつ、実用的な
小物を作ります。

絵
・
絵
手
紙

『ヘタでいい、ヘタがい
い』の絵手紙講座

火の鳥　第２火曜日　14：00～16：00
水星　　第１水曜日　14：00～16：00
土のこ　第３土曜日　14：00～16：00

１回 1,000円
教材費別途 「ヘタ」を大切にする絵手紙

絵手紙どんぐり教室 第２土曜日　９：30～12：30 月 1,000円
教材費別途 絵手紙は人生の応援歌！

花の水彩画教室 第２火曜日　　 13：00～16：00
第２・４金曜日　13：00～16：00  

１回 1,000円
教材費 500円 季節の花を水彩絵の具で描く。

パステルアート教室 第１水曜日　10：00～12：00 １回 1,000円
教材費 500円～

専用のパステルを粉にして、指でくる
くる絵を描く。

写
真

ラ フォト青空 写真研修会 第１月曜日　14：00～16：00 年間 2,000円 写真を鑑賞、研修

鳥取写真研究会 第２火曜日　18：00～21：00 年間 6,000円 初心者から上級者を対象に写真の技
術向上を図る写真教室

吟
詠・華
道・書
道

吟詠教室 第１・３火曜日13：00～15：00 １回 500円 節をつけて和歌や漢詩をうたいます。

花あそび
（いけばな小原流）

第２・４月曜日　13：30～15：30
第１・３火曜日　13：30～15：30
第１・３火曜日　18：00～20：00

１回 1,000円
花材費 1,000円程度

初心者から個々のレベルに合わせた花
が生けられます。
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生涯学習スクール
１～２月の連携講座

生涯学習スクール「まなび」とは県民ふれあい会館で県民が自主的に開催する学習・文化・レクリエーションなどの
生涯学習に関する講座や教室の総称です。随時申込可能です。窓口、TEL、FAX、メールで申込んでください。
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項
目 講座名・内容 開催日時 経費等 ふれあい会館からのコメント

吟
詠
・
華
道
・
書
道

楽しく花を
（華道遠州山陰支局） 第１・３水曜日　13：00～15：00 １回 1,000円

教材費 850円 四季折々の草花を生けます。

華と和（池坊） 毎週土曜日　13：00～16：00 １回 1,000円
花材費 1,000円程度

初心者から希望にそって四季の花を生
けます。

フラワーアレンジメント
（生け花） 第２・４月曜日　13：45～15：45 月２回 2,000円

花代 3,000円 基本的スタイルからオリジナルまで

かな書道 第２・４木曜日　13：30～15：30 月２回 2,000円
教材費 希望者年間9,000円

手紙・色紙・短冊等、小筆によるかなの
書道

実用の書 第１・３木曜日　13：30～15：30 月２回 2,000円
経費 300円（教材費含む）

書道全般（かな・漢字・趣味・実用・競
書）

硬筆教室

毎週土曜日
子ども対象（幼児～中学生）
13：00～14：00
大人対象（高校生～一般）
14：00～16：00

子ども（幼児～中学生）
月４回 3,000円
大人（高校生～一般）
月４回 4,000円

子どもは、ひらがなと基本的な漢字を、
大人は、仮名文字と漢字の基本的な形
を学びます。

篆刻「紆香会」教室 第２火曜日　13：30～16：30 半年につき 3,000円
資料代等別途

篆刻技能の向上と鑑賞及び作品集の
発行

き
も
の・洋
裁

和着あいあい
（きもの教室）

第２・４水曜日　13：30～15：30
第１・３土曜日　18：00～20：00 １回 1,000円 浴衣から礼装の着こなしまでを習得

語
学
English Garden
（英会話）

ステップⅡ（ゆっくり）
毎週木曜日　10：00～11：00 １回 1,000円 気軽にゆっくりと

文
　
　
芸

俳句教室 第３水曜日　13：30～16：00 １回 800円 初心者対象

夏草句会 第３火曜日　13：00～15：00 １回 600円 初心者～経験者対象

鳥取ホトトギス会 第４土曜日　13：00～15：30 １回 800円 句作の経験と知識を持つ方対象

鳥取木鶏会
（経世と人間学） 第１月曜日　18：00～21：00 １回 500円

年会費 1,000円
安岡正篤教学、古典を中心に日本の歴
史・伝統・文化を学びます。

川柳ふうもん吟社
川柳教室 第４日曜日　13：00～16：00 月１回 1,000円 川柳の作句、披講をします。

音
　
　
楽

オカリーナ教室 第２・４水曜日　９：30～11：30 月２回 2,000円 オカリーナ演奏

ハーモニカ　アンサンブル 毎週火曜日　14：00～16：00 月４回 2,000円 童謡唱歌を主にアンサンブルを楽しみ
ます。

琴城流大正琴　千鳥 第２木曜日　　　　　　　９：30～11：30
第４木曜日　　　　　　　９：30～11：30

１回 1,000円
教材費等別

大正琴で邦楽に加えて様々なジャンル
の演奏を学びます。

津軽三味線教室 月曜日（月１回）
19：00～21：00

１回 1,000円
入会時資料 2,000円
経費 600円

初心者を対象の三味線教室

健
康
・
体
操

太極拳講座

毎週火曜日
入門クラス　12：30～13：30
健康クラス（気功・太極拳の基本）
　　　　　　13：00～14：20
鍛練クラス　14：30～15：30

１回 1,000円 はじめてからレベルアップまで幅広
く。

ボールピラティス 第１・３月曜日　19：00～20：00
第２・４火曜日　18：30～19：30 １回 500円 バランスボールや小さなボールを使っ

て体操

リズム＆ストレッチ 毎週月曜日　10：00～11：30 １回 1,000円 簡単なリズム体操
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受講に関する
申込・問合せ

鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）　〒680-0846 鳥取市扇町21
TEL（0857）21-2331 ／ FAX（0857）21-2267 ／ Eメール manabi@fureaikaikan.jp 

受講
会場

項
目 講座名・内容 開催日時 経費等 ふれあい会館からのコメント

健
康
・
体
操

リラクゼーション　ヨガ

月曜教室（第１・３）
18：30～20：00

水曜教室（第２・３・４）
18：30～20：00

木曜教室（毎週）　18：15～19：45
金曜教室（毎週）　18：30～20：00
土曜教室（第１・２・３）

10：00～11：30

月２回 2,000円
月３回 3,000円
月４回 4,000円
諸経費
１回500円月払い

無理なポーズをしないヨガ

健康気功教室 毎週月曜日　10：30～12：00
毎週水曜日　13：30～15：00 月４回 3,800円 身体の中の気・血・水の流れをよくする

動作を習得します。

ベルグ登山塾 第２木曜日　18：30～20：00
別途登山あり

８ヶ月 4,000円
別途登山実費等要

安全登山の技術・知識の習得と登山の
実践

転倒予防
かんたん体操教室

毎週月曜日
13：00～14：00 １回 500円 体の衰えを防ぎ、健康寿命をのばして

いくことを目標とする教室です。

ダ

ン

ス

・

踊

り

フラ・ハーラウ・
オ・カ・プウ・ヴァイルア

（水曜クラス）第１・３・４水曜日
19：00～21：00
（木曜クラス）第２・３・４木曜日
10：30～12：30

月３回 3,000円

ゆったりと美しいフラダンスを踊りま
す。（金曜クラス 親子可）

第２・３・４金曜日　
19：00～21：00

小学生　月３回 1,500円
中学生　月３回 2,400円
大　人　月３回 3,000円

（日曜クラス）第２日曜日
11：00～18：00 月１回 1,000円

ピカケ・フラ・スタジオ
第１・２・３月曜日
（昼クラス）14：00～15：30
（夜クラス）19：00～20：30

月３回 3,000円（各クラス）
経費 500円 ハワイアンフラを踊ります。

山吹おどりの会 第１・３・４金曜日
13：00～15：00 月３回 1,500円 日本民踊を学びます。

なかよし会 毎週火曜日　10：30～12：00 月４回 2,000円 やさしい民踊とレクリエーションダン
スを踊ります。

踊りいろいろ教室 毎週金曜日　10：00～11：00 月４回 4,000円 日本舞踊、新舞踊、一部民謡踊り

民踊きくの会 第１・３火曜日　18：30～20：30
第１・３木曜日　13：30～15：30 月２回 1,000円 全国各地に古くから伝承されている日

本の民踊などを学びます。

やさしい銭太鼓 第１・２・３・４金曜日
10：00～12：00 １回 500円 動揺・演歌・民謡など

レッツ！フォークダンス 第１・３木曜日　10：00～11：45 月２回 1,000円 世界各国のフォークダンスやレクリエ
ーションダンスを踊ります。

WaVe Kidsストリート
ダンス教室

キンダークラス（４歳～小学校低学年）
毎週水曜日　18：00～19：35 月４回 3,000円

子どもたちを対象としたストリートダ
ンス教室

キッズクラス（小学校１～４年生）
毎週木曜日　18：30～19：30 月４回 4,000円

Jr.クラス（小学校高学年～中学生）
毎週水曜日　20：00～21：00 月４回 4,000円

ジャズダンス 第１土曜日　10：00～12：00 月１回 1,000円
経費 １回 100円

音楽にのって若々しい体作りを目指し
ます。

レクダンス青空 第１・３・４水曜日
13：30～15：30

１回 500円
（経費：部屋代）

様々なジャンルの曲に合わせて踊りま
す。
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舞台発表 ゲスト出演

鳥取県教育委員会・新日本海新聞社・朝日新聞鳥取支局・毎日新聞鳥取支局・読売新聞鳥取支局・山陰中央新報社・産経新聞社・
ＮＨＫ鳥取放送局・日本海テレビ・ＴＳＫ山陰中央テレビ・ＢＳＳ山陰放送・テレビ朝日鳥取支局・エフエム山陰・
いなばぴょんぴょんネット・日本海ケーブルネットワーク 《順不動》

※ 駐車場が狭いため、公共交通機関又は近辺の
　 有料駐車場をご利用ください。
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