令和４年度とっとり県民の日「関連事業」一覧
※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業内容の変更や延期・中止の場合がございます。詳細については各行事の主催者へお問合せください。
行事の名称

主催者

問合せ先

電話番号

期日

会場

事業の内容
夏休み期間中、子どもたちの自由研究や宿題を応援するために
鳥取の歴史など本・資料を揃えた「夏休みお助けコーナー」を
設置する。その中で、「とっとり県民の日」に関連した資料な
どを内容を変えながら、紹介していくことで、子どもたちに手
に取ってもらう、関心を持ってもらう取り組みを行う。

「鳥取のことを調べてみよう」夏
休みお助けコーナーの設置

鳥取市中央図書館

副館長 大角正道

0857-20-3802

７月１日(金)～
８月２４日(水)(予定）

鳥取県伝統工芸士展 「国造焼
山本佳靖作陶展」

公益財団法人鳥取市文化財団
城下町とっとり交流館 髙砂屋

城下町とっとり交流館
髙砂屋

0857-29-9024

８月６日(土)～
９月４日(日)

企画展「鳥取県ができるまで」

公文書館

公文書館

0857-26-8160

９月(期間未定(県民の日を
含む))

県民の日に合わせ、日本海新聞の連載記事「とっとりの底力」
の紹介や、鳥取で制作されている情報マンガ(ヒト・モノ・コ
鳥取県立図書館２階
ト)などを紹介する展示を行う。鳥取県の多方面分野の活躍を紹
郷土資料室ギャラリー
介し、県民のみなさまにわかりやすく理解していただく機会と
なるよう展示を行う。

鳥取県埋蔵文化財セン 鳥取県埋蔵文化財センターが実施している青谷地域の古代山陰
ター（鳥取市国府町宮 道の調査研究について、令和元年度からの４年間の成果を総合
して展示を行う。
下1260）

『9月12日は鳥取県民の日
もっと知りたい“鳥取力”
～鳥取生まれの情報マンガ・商品
などをご紹介～』

鳥取県立図書館

郷土資料課

0857-26-8115

９月１日(木)～
９月２９日(木)

鳥取県埋蔵文化財センター

鳥取県埋蔵文化財セン
ター

0857-27-6711

９月２日(金)～
１０月２８日(金)

鳥取砂丘砂の美術館ポストカード 鳥取砂丘砂の美術館活性化共同
プレゼント
企業体

鳥取砂丘砂の美術館

0857-20-2231

９月３日～９月１２日

鳥取県民の日献立及び給食だより
での啓発

鳥取市こども家庭課

鳥取市こども家庭課

0857-30-8237

９月１０日（給食だより９
月１日～３０日）

あおや郷土館オリジナルひと言レ
タープレゼント

鳥取市あおや郷土館

鳥取市あおや郷土館

0857-85-2351

９月１０日(土)・
９月１１日(日)
9：00～17：00（最終入館
16：30）

鳥取市因幡万葉歴史館入館無料

公益財団法人鳥取市文化財団
鳥取市因幡万葉歴史館

鳥取市因幡万葉歴史館

0857-26-1780

９月１０日（土）・
９月１１日(日)
9:00～17:00（最終入館
16:30）

企画展示「古代山陰道発掘調査総
集編（仮）」

鳥取市中央図書館

髙砂屋 西蔵

公文書館

鳥取砂丘砂の美術館

「国造焼」山本佳靖氏の作品を展示販売します。

鳥取県の誕生（鳥取藩から鳥取県へ）から島根県への併合、鳥
取県再置前後の出来事について地図、写真、公文書等を利用し
て紹介。

来館者（県民限定）にポストカードプレゼント

鳥取市立保育園・幼稚 鳥取県産食材を多く使用した献立の提供を行い、給食だよりで
園
は「とっとり県民の日」について啓発を行う。

鳥取市あおや郷土館

鳥取市因幡万葉歴史館

令和４年度「とっとり県民の日」に合わせて、
来館者にあおや郷土館のオリジナルひと言レターを１つ
プレゼントします。

令和４年度「とっとり県民の日」にあわせて、無料入館日を実
施します。

行事の名称

主催者

問合せ先

電話番号

仁風閣入館無料

公益財団法人鳥取市文化財団
仁風閣

仁風閣

0857-26-3595

９月１０日（土）・
１１日（日）

青谷上寺地遺跡展示館オリジナル
しおりプレゼント

鳥取市青谷上寺地遺跡展示館

鳥取市青谷上寺地遺跡
展示館

0857-85-0841

９月１０日(土)・
１１日(日)
9:00～17:00(最終入館
16:30)

鳥取市青谷上寺地遺跡 令和４年度「とっとり県民の日」にあわせて、来館者に青谷上
展示館
寺地遺跡展示館のオリジナルしおりを１つプレゼントします。

米子市皆生市民プール無料開放

米子市皆生市民プール

米子市皆生市民プール

0859-34-6750

９月１０日(土)～
１２日(月)

米子市皆生市民プール
９月１２日の「とっとり県民の日」に際し、プール及びトレー
（プール・トレーニン
ニングホールの個人利用及び専用利用を無料で開放します。
グホール）

0857-23-2140

特別展「江戸時代の京都と
鳥取」：９月１０日(土)～
１０月１６日(日)
全館無料入館：９月１０日
(土)・１１日(日)
ミュージアムコンサート：
９月１１日(日)14時～

特別展「江戸時代の京都と鳥
取」、全館無料入館、ミュージア
ムコンサート

鳥取市歴史博物館

学校給食における「とっとり県民 米子市教育委員会事務局学校給
の日」献立の実施と食育指導
食課

鳥取市歴史博物館

期日

会場
仁風閣

鳥取市歴史博物館

事業の内容
令和４年度「とっとり県民の日」にあわせて、無料入館日を実
施する。

○特別展「江戸時代の京都と鳥取」
江戸時代の京都と鳥取とのかかわりについて紹介する
展覧会。
○全館入館無料
県民の日にあわせ、全館入館料を無料とする。
○ミュージアムコンサート
鳥取ブラスプレイヤーズによる金管五重奏のコンサートを
実施する。

学校給食課

0859-33-4751

９月１２日(月)

鳥取県のおいしい食べ物を体験することで、鳥取県をもっと好
きになってほしいと願い、県産の食べ物を取り入れた献立（星
市内小中学校及び特別
空舞ごはん、境港サーモンの塩麹焼、ヨネギーズのごまマヨ和
支援学校
え、砂丘長いものとっトン汁、二十世紀梨）を提供するほか、
当日の給食を教材に食育指導も実施します。

鳥取市立小・中・義務 各学校給食センターが県産食材を多く取り入れた献立と、県下
教育学校
統一食材の「梨」をデザートとして提供する。

とっとり県民の日献立

鳥取市立学校給食センター

鳥取市教育委員会事務
局学校保健給食課

0857-30-8417

９月１２日(月)

わらべ館入館無料

公益財団法人鳥取童謡・おも
ちゃ館

わらべ館

0857-22-7070

９月１２日(月)

わらべ館

鳥取市流しびなの館入館無料

一般財団法人 用瀬町ふるさと
振興事業団

鳥取市流しびなの館

0858-87-3222

９月１２日(月)

鳥取市流しびなの館

入館料無料

青山剛昌ふるさと館

全ての入場者に対し、１００円割引
大人７００円→６００円
中・高生５００円→４００円
小学生３００円→２００円
※他の割引と併用できない

県民の日in青山剛昌ふるさと館

青山剛昌ふるさと館

青山剛昌ふるさと館

0858-37-5389

９月１２日(月)

入館料（大人５００円）が終日無料

行事の名称

主催者

問合せ先

電話番号

鳥取市河原町お城山展望台入館料
無料

株式会社 風土資産研究会

鳥取市河原町お城山
展望台

0858-85-0046

「鳥取まいぶん講座」第3回「古代
山陰道の調査成果」

鳥取県埋蔵文化財センター

鳥取県埋蔵文化財
センター

あおや和紙工房開館20周年記念企 鳥取市・公益財団法人鳥取市文
鳥取市あおや和紙工房
画展「居森幸子紙耕展」
化財団 鳥取市あおや和紙工房

期日

９月１３日(火)

９月１７日(土）

0857-86-6060

９月１７日(土)～
１１月１３日(日)

鳥取市あおや和紙工房 岡山県在住の居森幸子氏による、和紙にナイフ、千枚通し等を
企画展示室
使い、精巧な模様を施した様々な作品を紹介します。
1.趣旨
広く県民から美術作品を募り、優れた作品を展示すること
によって創作活動の振興を図るとともに、鑑賞の機会を提
供し、美術、文化の振興に寄与する。
2.展覧会の内容
県民（県内の事業所、学校等に通勤し、若しくは通学する
鳥取県立博物館、倉吉
者及び主たる生活の本拠地が県内にある者を含む。）又は
体育文化会館、米子市
県内の美術団体に所属する者を対象とし、洋画・日本画・
美術館、日南町美術
版画・彫刻・工芸・書道・写真・デザインの８部門の作品
館、境港市民交流セン
募集し、入選作品等を展示する展覧会を実施する。
ター
3.表彰
県展賞及び奨励賞を設け、それぞれ賞状や副賞等を授与。
また、展覧会期間中に観覧者による投票を行い、最も得票
数が多い作品に対し「あなたの好きな作品賞」を表彰す
る。
※入場無料

鳥取県地域づくり推進
部文化政策課

0857-26-7134

９月１７日(土)～
1２月７日(水)

よなご国際交流フェスティバル
2022

よなご国際交流フェスティバル
実行委員会・米子市・
公益財団法人鳥取県国際交流財
団

公益財団法人鳥取県国
際交流財団米子事務所

0859-34-5931

９月２５日(日)

大会事務局（鳥取県社
会福祉協議会）

入館料無料

0857-27-6711

鳥取県・鳥取県教育委員会

県民総合福祉大会実行委員会

鳥取市河原町お城山
展望台

事業の内容

鳥取県埋蔵文化財センターが行っている調査研究の成果に基づ
き、地域の歴史を専門職員が分かりやすく解説する連続講座を
開催し、魅力ある鳥取県の歴史のＰＲを行う。また、すばらし
さざんか会館（鳥取市
い地域の歴史を知ることで、地域に対する誇りの醸成につなげ
富安2丁目104－2）
る。
第３回は、令和元年度から実施している青谷地域の古代山陰道
の調査研究成果について、総合的に解説する。

第66回鳥取県美術展覧会

令和４年度県民総合福祉大会

会場

0857-59-6344

９月２８日(水)

米子市文化ホール

国際交流や多文化共生に関わる団体が集まり、誰でも気軽に国
際交流できるおまつりを開催します。
鳥取県に住む日本人と外国出身者が楽しく交流・協働し、相互
理解を深めます。

とりぎん文化会館
「梨花ホール」

県民の多くが一堂に会し、地域福祉を身近な問題、自らの問題
として受け止め、福祉のまちづくりに対する理解を深めるとと
もに、本県の社会福祉の発展に大きく功績のあった方々を顕彰
する。
内容
○開会式（１０時３０分～）、表彰式（１１時～）
○活動発表「課題を発見し解決する力を育む」（仮題）
青翔開智中学校・高等学校生徒
○アトラクション「エコー・とっとり 和太鼓・鳴子」
とっとりいきいきシニアバンク （とうふるーと、オ
カリナのコラボ演奏）
○記念講演「出会いに生かされて」
女優/社会福祉士/介護福祉士 斉藤とも子氏

行事の名称

主催者

問合せ先

電話番号

麒麟獅子パネル展

公益財団法人鳥取市文化財団
城下町とっとり交流館 髙砂屋

城下町とっとり交流館
髙砂屋

0857-29-9024

山陰海岸ジオパーク一斉清掃

第20回鳥取県ジュニア美術
展覧会

鳥取砂丘美化運動協議会

鳥取県、鳥取県教育委員会

鳥取市幸町71（鳥取市
協働推進課内）

鳥取県地域づくり推進
部文化政策課

0857-30-8177

0857-26-7843

期日

１０月１日(土)～
１０月３０日(日)

１０月９日(日)予定

１２月１７日(土)～
２月５日(日)

会場

事業の内容

髙砂屋 西蔵

麒麟獅子舞に関連したパネルや１/5サイズの麒麟獅子のレプリ
カを展示します。

岩戸海岸～青谷海岸
まで

鳥取砂丘の美しい自然を守るための一斉清掃を、昭和５５年以
来、春と秋の２回行っています。
秋の鳥取砂丘一斉清掃は、福部町岩戸海岸から青谷町青谷海
岸までのエリアを清掃する「山陰海岸ジオパーク一斉清掃」を
行っています。

1.趣旨
鳥取県の児童・生徒の創作作品を発表する場を提供し、出
展機会を拡大することで、文化芸術活動への意欲を高め、
県内の青少年の美術活動の助長と振興を図ることを目的と
する。
2.対象
米子市美術館、県立博
鳥取県内の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校
物館、倉吉未来中心
（小学部及び中学部）に在学する児童、生徒
3.部門
【絵画・デザイン】【書写】【写真】の３部門
4.表彰
知事賞、特別賞、教育長賞、奨励賞を設け、それぞれ賞状
と副賞を授与する。入選作品には、賞状を授与する。
※入場無料

