■ 当日、直接会場へお越しください。
■ ただし、手話通訳、要約筆記、託児、車いす･介助などのご要望があ
る場合は、受講を希望される講演会の２週間前までに、講座を主催
する以下の大学等へご連絡ください。
■ すべて受講無料ですが、教材費等が別途必要な場合があります。

特別講座
受講方法

鳥取大学
地域価値創造研究教育機構

〒680-8550 鳥取市湖山町南 4 丁目 101
電 話：0857-31-6777 FAX：0857-31-6708
Email：koken@adm.tottori-u.ac.jp

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 丁目 1 番 1 号
電 話：0857-38-6704 FAX：0857-32-9053
Email：event@kankyo-u.ac.jp

鳥取看護大学･鳥取短期大学
グローカルセンター

〒682-8555 倉吉市福庭 854
電 話：0858-27-0107 FAX：0858-26-9138
Email：glocal@ns.cygnus.ac.jp

米子工業高等専門学校図書館

〒683-8502 米子市彦名町 4448
電 話：0859-24-5028 FAX：0859-24-5269
Email：gakujo@yonago-k.ac.jp

◇講座の日程、内容等は都合により変更になる場合があります。変更の際は、ホームページでお知らせします。

2019年度とっとり県民カレッジ講座

地域を学び
地域で活かす
県内高等教育機関と連携して、これからの地域づくりについて
考える講座を開催します。どなたでもご参加いただけます。

鳥取大学
会場

2019.7.27（土）

会場 倉吉市上灘公民館

（倉吉市上灘町 9-1）

午前（90 分）
●講演会

ひ

がき

講師：檜垣

【要申込】
5 月末ごろ募集を
開始予定です。

会場 （５．
２５）
とりぎん文化会館

けん いち

賢一さん

益田市教育委員会ライフキャリア教育コーディネーター
（認定 NPO 法人カタリバ所属）

〔演題〕

地域に入って知った、
お金では買えない幸せ（仮）

午後（120 分）
●実践発表
テーマ：挑戦！若者と地域がつながり
まちを変える（仮）
●講師・実践発表者・参加者を交えての
フリートーク

会場 さかい幸朋苑ナマステホール
（境港市誠道町 2083）

午前（90 分）
●講演会

お

だ

講師：小田

【要申込】
8 月ごろ募集を
開始予定です。

会場

倉吉交流プラザ

圭介さん

かわ い

だ

さち

こ

川井田 祥子さん

しげ

た

よし のり

重田 祥範さん

ライブ
配信

鳥取大学 地域学部 地域学科 国際地域文化コース 教授

2019.5.25（土）緊急レポート！2019年も酷暑か！？

温熱指標をつかった熱中症危険度の判定！

ライブ
配信

公立鳥取環境大学 環境学部 准教授

2019.8.31（土）地域格差の原因と地域の将来
ち

ば

ゆう じ

千葉 雄二さん
やま

だ

けい

山田 景さん

－地域産業形成の歴史から地域の未来を考える－

公立鳥取環境大学 人間形成教育センター 教授

株式会社トリクミ 代表

た

むら

ごう

田村 剛さん

鳥取短期大学 生活学科 情報・経営専攻 助教

2019.7.19（金）心のよりどころと伝統の再発見

実行委員長

わた なべ ふとし

〔演題〕

渡邊 太さん

地域で子どもを育む実践

鳥取短期大学 国際文化交流学科 教授

ライブ
配信

2019.8.2（金）
「もったいない」
を広めよう！

～「何にもしない合宿」を学ぶ～

かめ ざき

さち

こ

亀崎 幸子さん

午後（120 分）
●ワークショップ
内容：子どもが地域で育つ過程において
必要な「ナナメの関係」を考えます。

電話 0857-21-2331 FAX 0857-21-2267
Email manabi@fureaikaikan.jp

2019.9.28（土） 障がい者の表現活動がもたらすもの

検索

2019.7.5（金）ツーリズム再考：意義と役割

静岡県裾野市東地区おやじの会「何もしない合宿」

鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

とっとり県民カレッジ

鳥取看護大学・鳥取短期大学 2019.6.25（火）誇れるまちの未来をつくる

けい すけ

◇申込が必要です。内容等、今後変更になる場合があります。詳細については、今後ホームページ等でお知らせします。

〒680-0846 鳥取市扇町 21 番地

（８．
３１）
公立鳥取環境大学 西部
サテライトキャンパス

地域を育む「ナナメの関係」

2019.10.6（日）

鳥取県立図書館

公立鳥取環境大学

2019年度とっとり県民カレッジ講座 （市町村連携講座）
挑戦！若者と地域がつながりまちを変える

特別講座

～食品ロス削減に向けて～

鳥取短期大学 生活学科 食物栄養専攻 教授

2019.8.23（金）楽しい子育てとうた遊び
こ

むら

は

ね

み

ち

よ

ま

ゆみ

小村 三千代さん
羽根田 真弓さん
米子工業高等専門学校
会場

米子市立図書館

鳥取大学

だ

鳥取看護大学 看護学部 看護学科 教授

ライブ
配信

鳥取短期大学 幼児教育保育学科 教授

2019.11.17（日）梨の幼果の有効利用法について
むら

た

わ

か

え

村田 和加惠さん

公立鳥取環境大学

鳥取看護大学

米子工業高等専門学校 物質工学科 講師

鳥取短期大学

米子工業高等専門学校

2019年度とっとり県民カレッジ講座

【鳥取看護大学・鳥取短期大学】

特別講座

地域を学び 地域で活かす
県内高等教育機関と連携して、これからの地域づくりについて考える講座を開催します。
どなたでもご参加いただけます。
【公立鳥取環境大学】

2019.

5.25（土）10:30 ～ 12:00

〔会場〕とりぎん文化会館 第 4 会議室
（鳥取市尚徳町 101-5）

緊急レポート！2019年も酷暑か！？ ライブ配信
温熱指標をつかった熱中症危険度の判定！
しげ

た

よし

重田 祥範さん 公立鳥取環境大学 環境学部 准教授
加などさまざまな気候変動を引き起こします。特に 2018 年夏の平均
気温は、東日本で平年比 +1.7℃（歴代 1 位）、西日本で平年比 +1.1℃
（2 位）となりました。気象庁は臨時の記者会見を開き、「命の危険が
あるような暑さ」・「一つの災害と認識している」と発表しました。
そこで、本講座では、鳥取県における 2018 年夏の気象要素と暑熱障
害の関連性について報告します。さらに、身近な素材で実践できる
温熱環境の測定方法と熱中症の評価方法について学問的な視点とク
イズ形式の学習スタイルで皆様にお伝えします。

2019.

6.25（火）13:30 ～ 15:00

〔会場〕倉吉交流プラザ視聴覚ホール
（倉吉市駄経寺町 187-1）

【鳥取看護大学・鳥取短期大学】

2019.

7.5（金）13:30 ～ 15:00

〔会場〕倉吉交流プラザ視聴覚ホール
（倉吉市駄経寺町 187-1）

【鳥取看護大学・鳥取短期大学】

2019.

7.19（金）13:30 ～ 15:00

〔会場〕倉吉交流プラザ視聴覚ホール

（倉吉市駄経寺町 187-1）

【鳥取看護大学・鳥取短期大学】

2019.

（倉吉市駄経寺町 187-1）

だ

ツーリズム再考：意義と役割
た

むら

田村 剛さん 鳥取短期大学 生活学科 情報・経営専攻 助教
グリーン・ツーリズムの取り組みは、1990 年代から始まり、農家レ
ストランや農産物直売所を核として進められてきました。しかし、近
年こうした施設は飽和状態にあり、また農産物直売所では値下げ競
争が激化するなど、さまざまな問題が生じています。本講座では、グ
リーン・ツーリズムの意義と役割について、改めて皆様と一緒に考
えてみたいと思います。

心のよりどころと伝統の再発見
わた

なべ

▲鳥取看護大学･鳥取
短期大学公開講座

8.31（土）10:30 ～ 12:00

〔会場〕公立鳥取環境大学
西部サテライトキャンパス

（米子市角盤町１丁目 55-2 中海テレビ
放送センタービル 2F）

【鳥取大学】

2019.

9.28（土）10:30 ～ 12:00

〔ライブ配信会場〕
米子市立図書館（米子市中町８）
倉吉市立図書館（倉吉市駄経寺町 187-1）
琴浦町図書館（東伯郡琴浦町徳万 266-5）
南部町立法勝寺図書館（西伯郡南部町法勝寺 342）
大山町立図書館（西伯郡大山町赤坂 766-1）
加藤文太郎記念図書館（兵庫県美方郡新温泉町浜坂 842-2）

2019.

ふとし

渡邊 太さん 鳥取短期大学 国際文化交流学科 教授

近代社会は、変化しつづけることで経済的な豊かさを実現してきま
した。しかしグローバルな競争が加速するなかで格差や孤立が深刻
な問題となり、将来を見通せない不安が社会を覆うかのようです。
〔ライブ配信会場〕
鳥取県立生涯学習センター（鳥取市扇町 21 番地） この講座では、現代的視点から鳥取の文化や芸術の伝統を見直し、
ヴィレステひえづ（西伯郡日吉津村日吉津 930 番地） 心のよりどころとなるかもしれない伝統の継承について考えます。

（鳥取市尚徳町 101）

【米子工業高等専門学校】

ライブ配信

11.17（日）10:30 ～ 12:30

〔会場〕米子市立図書館 多目的研修室
（米子市中町 8）

（倉吉市駄経寺町 187-1）

▲鳥取看護大学･鳥取
短期大学公開講座

こ

亀崎 幸子さん 鳥取短期大学 生活学科 食物栄養専攻 教授

「食品ロス」という言葉をご存知ですか？食品を捨てるということは、
それにかけられた費用や労力も全て捨てるということに繋がります。
食品ロスの約半分は家庭から出ています。私たちは「もったいない」
という文化を幼少期に親から「しつけ」として教えられてきました。
食品ロス削減のために私たちにできることは何か一緒に考えてみま
しょう。

楽しい子育てとうた遊び
こ

むら

は

ね

み

ち

よ

ま

ゆみ

▲鳥取看護大学･鳥取
短期大学公開講座

ライブ配信

小村 三千代さん 鳥取看護大学 看護学部 看護学科 教授
羽根田 真弓さん 鳥取短期大学 幼児教育保育学科 教授
だ

地域格差の原因と地域の将来

〔会場〕鳥取県立図書館 大研修室

ごう

さち

【公立鳥取環境大学】

山田 景さん 株式会社トリクミ 代表

▲鳥取看護大学･鳥取
短期大学公開講座

ざき

子育て中の皆さまにとっては楽しいことばかりではなく、不安や心配
など悩みは尽きないと思います。少しの時間ですが涼しさの中で肩の
荷を下ろし、子育てを楽しむお話しや「ふれあい遊び」などをしたい
と思います。お子様とご一緒に、楽しいひと時を過ごしませんか。

けい

私たちは鳥取県八頭郡八頭町隼地域で飲食店「HOME8823」「Cafe
&Dining San」、宿泊施設「BASE8823」を運営しています。私たち
は場づくりやデザイン、リアルな体験を軸に、まちには何が効果的
なのかを、新たな発想で再定義し事業をしています。本講義では、
飲食店も何もなかった隼地域でどうやって事業を行ってきたのかや、
まちの人との繋がりについて考えます。

かめ

〔ライブ配信会場〕
鳥取県立生涯学習センター（鳥取市扇町 21 番地）
ヴィレステひえづ（西伯郡日吉津村日吉津 930 番地）

誇れるまちの未来をつくる
やま

8.23（金）13:30 ～ 15:00

〔会場〕倉吉交流プラザ視聴覚ホール

2019.
▲公立鳥取環境大学
地域・大学連携

8.2（金）13:30 ～ 15:00

〔会場〕倉吉交流プラザ視聴覚ホール

のり

地球温暖化やヒートアイランド現象などの気温上昇は、メカニズム
〔ライブ配信会場〕
ヴィレステひえづ（西伯郡日吉津村日吉津 930 番地） や被害規模は異なりますが、異常高温（熱波）や大雨・干ばつの増

【鳥取看護大学・鳥取短期大学】

2019.

「もったいない」
を広めよう！～食品ロス削減に向けて～

▲鳥取看護大学･鳥取
短期大学公開講座

－地域産業形成の歴史から地域の未来を考える－
ち

ば

ゆう

じ

千葉 雄二さん 公立鳥取環境大学 人間形成教育センター 教授

第二次大戦終了後から 1950 年代前半にかけて、1 人当たり県民所得
からみると鳥取県と都市との差は必ずしも大きくはありませんでし
た。また、岡山県との比較でも大きな差はありませんでした。しかし、
その後の産業形成の過程で、山陰と山陽、都市圏周辺県と列島周辺
諸県との県民所得格差は拡大し、さらに国際化の中で東京都の突出
と鳥取県のような周辺諸県の差は一段と拡がってきました。当然周
知の事実といえますが、本講座では産業構造の歴史を再考すること
で、不変ともみえる現在の産業・経済構造から新たな地域の未来を
考える手立てを考察していきます。

障がい者の表現活動がもたらすもの
かわ

い

だ

さち

こ

▲公立鳥取環境大学
地域・大学連携

ライブ配信

鳥取大学 地域学部 地域学科

川井田 祥子さん 国際地域文化コース 教授

障がい者の表現活動への関心が高まり、全国各地で展覧会が開催さ
れたり、海外のフェスティバルに招かれたりすることが増えています。
昨年 6 月には「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が
施行され、福祉分野だけでなく様々な分野との連携が推進されてい
くことになるでしょう。こうした動向の背景には何があるのか、さ
らに私たちの日常生活にも関わってくることなどをお話しします。
▲鳥取大学地域価値
創造研究教育機構

梨の幼果の有効利用法について
むら

た

わ

か

え

村田 和加惠さん 米子工業高等専門学校 物質工学科 講師

鳥取県の名産品の一つに梨があります。鳥取県における二十世紀梨
栽培の歴史は 100 年以上と長い歴史があり、さらに新品種の栽培な
ども行われています。梨栽培において摘果という作業で得られる梨
の幼果は現在、廃棄されている状況です。本セミナーでは、この廃
棄される幼果を用いた研究に関して、特に梨幼果の寿命延長効果に
ついてお話していきます。

▲米子高専文化セミナー

