
東部 鳥取市文化ホール ㈲アコヤ楽器店
0857-23-13313/14㊐ 10：30第60回 ヤマハ音楽教室発表会

東部 とりぎん文化会館 梨花ホール 090-1686-4513(田子川)3/13㊏ 14：00第18回 こーらす萌の会 ファミリーコンサート
※要入場整理券 無料

西部 米子市淀江文化センター
大ホール

（一財）米子市文化財団
米子市淀江文化センター
0859-39-4050

3/9㊋ 12：153月のランチタイムレコード♪
カーペンターズ・ライヴ・イン・ジャパン

西部 米子コンベンションセンター
情報プラザ

社会福祉法人もみの木福祉会
0859-28-9174

3/12㊎
～3/16㊋

12～15日
10：00～18：00

16日
10：00～15：00

もみの木アート作品展8

無料

米子市美術館
鳥取県総合芸術文化祭
西部地区企画運営委員会
0859-38-5127

3/5㊎
～3/9㊋

10：00
～
18：00
最終日
15：00まで

とりアート2020 西部地区イベントPART3
いつものまちで文化する！西部

西部 米子市淀江文化センター
ロビー

米子市・彼岸花の里つくりプロジェクト
実行委員会・（一財）米子市文化財団
米子市淀江文化センター
0859-39-4050

3/4㊍
～3/18㊍

9：00
～
22：00
初日

13：00から
最終日
16：00まで

淀江の四季フォトコンテスト2020写真展 無料

無料

東部 わらべ館 うたの広場 わらべ館
0857-22-7070

開催中
～3/16㊋

9：00
～
17：00

童謡・唱歌企画展「～なつかしのあの歌この歌～
童謡ピクチャーレコード展」

とりぎん文化会館 小ホール （公財）鳥取県文化振興財団
とりぎん文化会館
0857-21-8707

3/5㊎

3/6㊏

18：00

ハワイアロハホール14：00

とっとり発コロナ危機打破！ アート活動支援事業
MUSIC ENCOUNTER
～アーティストたちの協演～
＜Part2・3＞『私の町の小さな演奏会』

東部

東部

とりぎん文化会館 リハーサル室
（公財）鳥取県文化振興財団
とりぎん文化会館
0857-21-8707

3/6㊏ 13：30
アートSQUARE夢空間 vol.35
春のこどもコンサート
※要整理券（2/6㊏10：00～配布開始）

東部 鳥取市文化ホール 鳥取市文化センター
0857-27-51813/7㊐ 10：00

鳥取市文化ホール自主事業
「ダンスワークショップ」
※要事前申込（2/8㊊10：00～先着順）
※小学生以上のダンス初心者対象

東部 仁風閣 イラストレーター毛利彰の会
090-9735-0263(毛利葉)

3/7㊐
～3/21㊐

9：00
～
17：00

原画展「イラストレーター毛利彰と
戦国武将―吉川経家が生きた時代―」
※3/7㊐13：30～ ギャラリートーク

東部

中部

とりぎん文化会館 展示室 鳥取おやこ劇場事務局
070-5050-0850

3/5㊎ 19：00鳥取おやこ劇場例会
「糸による奇妙な夜」公演

3/6㊏ 11：00鳥取おやこ劇場例会
「カボとピノ」公演

東部 わらべ館 ギャラリー童夢 わらべ館
0857-22-7070

開催中
～4/11㊐

9：00
～
17：00

おもちゃと遊びの企画展　
「ちいさなおおきな天神様」

米子市公会堂 大ホール コンサート米子
0859-34-31733/6㊏ 14：00コンサート米子 3月例会

阪田知樹ピアノリサイタル ※会員制西部

東部 わらべ館 いべんとほーる わらべ館
0857-22-70703/11㊍ 14：00花は咲く～10年目の春にエールを～

※要申込（2/21㊐～）

東部 仁風閣 仁風閣
0857-26-3595

開催中
～3/14㊐

9：00
～
17：00

展示「久松小学校6年生卒業作品展」

イベントカレンダーイベント
毎月鳥取県内のイベント情報をお知らせします！3

2021 EVENT CALENDAR

開催日 イベント名 会場 主催・お問い合わせ時間
(開演)エリア

県内イベント
情報サイト

無料

無料

無料

掲載のイベントは、令和3年2月10日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染症の影響により開催予定のイベントが中止・延期になる場合があります。

最新情報は、各主催者・お問い合わせ先にご確認ください。



鳥取市内各所
（集合：わらべ館滝の広場）

わらべ館
0857-22-70703/27㊏ 13：20

集合
唱歌教師と行く！ とっとり歌碑めぐり
※要申込（2/28㊐～）

倉吉未来中心 アトリウム （公財）鳥取県文化振興財団
倉吉未来中心 0858-23-53913/28㊐ 13：30みらい楽演祭「スプリングバロックコンサート」

※要整理券（2/27㊏～）

無料

無料

鳥取市文化センター
2階 大会議室

鳥取市文化センター
0857-27-51813/18㊍

午前の部
10：00
午後の部
14：00

ふるさとの映像を見る会
「ひるどき日本列島」山陰・人情湯けむり紀行
1.～羽合温泉～　 2.～関金温泉～

東部
無料

東部 仁風閣 仁風閣
0857-26-35953/20㊏㊗ 13：30寺内智子 ソプラノコンサート

東部 仁風閣 仁風閣
0857-26-35953/21㊐ 13：30菊弘瀬恭子 箏と三絃によるコンサート

仁風閣 仁風閣
0857-26-35953/28㊐ 13：30松浦ふさ代 チェロコンサート

仁風閣 仁風閣
0857-26-3595

3/27㊏
～3/28㊐

9：00
～
17：00展示「鳥取城 仁風閣ペーパークラフト展」

仁風閣 仁風閣
0857-26-35953/27㊏ ①11：00

②14：00円通寺の人形芝居～平井権八～

米子コンベンションセンター
国際会議室

米子シネマクラブ
090-8248-98103/28㊐ ①14：00

②19：00
米子シネマクラブ特別例会「葡萄畑に帰ろう」
※会員制（当日入会可）

米子コンベンションセンター
多目的ホール・小ホール

鳥取県立米子西高等学校
0859-22-74213/30㊋ ステージ

13：30
県立米子西高等学校 総合芸術祭
（作品展示はホワイエにて12：00～）

米子市文化ホール メインホール 米子市文化ホール
0859-35-41713/28㊐ 14：00

令和2年度 鷲見三郎顕彰事業
「第28回米子ユースオーケストラ演奏会」
※要整理券

鳥取市民会館 大ホール 鳥取演劇鑑賞会
0857-23-64863/24㊌ 18：30鳥取演劇鑑賞会 第312回例会

劇団NLT公演「しあわせの雨傘」 ※会員制

とりぎん文化会館 梨花ホール 鳥取市少年少女合唱団
090-7131-6766(懸樋)3/28㊐ 14：00鳥取市少年少女合唱団

鳥取市文化賞受賞記念 創立40周年定期演奏会

東部

東部

西部

東部

東部

東部

東部

東部

東部

東部

中部

東部

西部

西部

東部

西部

とりぎん文化会館
梨花ホール

日本海新聞ビジネス支援課　
0857-21-28853/20㊏㊗ 14：00日本海新聞発刊45周年記念事業

「牛田智大（うしだ ともはる） ピアノ・リサイタル」

東部 鳥取市文化ホール ヤマシタ楽器
0857-21-78783/21㊐ 13：00ヤマシタ楽器 第43回 音楽教室発表会

鳥取市民会館 大ホール クララとクロダのひょっこりシネマ
070-3860-2498(クロダ)3/21㊐

14：00
（字幕なし）

10：30
（字幕あり）クララとクロダのひょっこりシネマ

映画「あん」上映会

米子市公会堂 大ホール 米子市民劇場
0859-33-86953/25㊍ 18：30米子市民劇場3月例会

劇団NLT公演「しあわせの雨傘」 ※会員制

中部 倉吉未来中心 アトリウム 玉水会
0858-22-5706(名越)

3/17㊌
～3/20㊏

9：00
～
22：00
最終日
15：00まで

第6回 玉水会書展

とりぎん文化会館 展示室 090-1689-7978(中尾)3/24㊌
～3/28㊐

10：00
～
18：00
最終日
16：00まで

鳥取洋画家協会5周年記念展 無料

米子市淀江文化センター
大ホール

さなめ寿劇場実行委員会
（一財）米子市文化財団
米子市淀江文化センター
0859-39-4050

3/16㊋ 14：00さなめ寿劇場 其之四
無声映画「三朝小唄」上映とSPレコード鑑賞西部

とりぎん文化会館
（県民文化会館／財団事務局）

【休館日】
年末年始および毎月第2・4・5月曜日
（祝日の場合は、その翌平日）
http://www.torikenmin.jp/kenbun/

〒680-0017 鳥取市尚徳町101-5
TEL.0857-21-8707　FAX.0857-21-8705
     bunka@torikenmin.jp

倉吉未来中心

【休館日】
年末年始および毎月第1・3・5月曜日
（祝日の場合は、その翌平日）
http://www.miraichushin.jp/

〒682-0816 倉吉市駄経寺町212-5
TEL.0858-23-5391　FAX.0858-47-0255
     mirai@miraichushin.jp

アルテプラザ
（財団西部事務所）

【休業日】
年末年始および毎月第1・3・5火曜日
（祝日の場合は、その翌平日）
http://www.torikenmin.jp/arteplaza/

〒683-8510 米子市西福原2-1-10 米子天満屋4階
TEL.0859-38-5127　FAX.0859-38-5128
     seibu@torikenmin.jp

〒680-0017 鳥取市尚徳町101-5 とりぎん文化会館（鳥取県立県民文化会館）内
TEL.0857-21-8707　FAX.0857-21-8705　http://www.torikenmin.jp/公益財団法人 鳥取県文化振興財団発行

●このイベントカレンダーは、主に鳥取県内の文化施設から寄せられた情報をもとに構成しています。（令和3年2月10日現在）
●詳細につきましては、各公演・催しの主催者にご確認ください。
●掲載をご希望の方は、とりぎん文化会館までご連絡ください。TEL.0857-21-8707　FAX.0857-21-8705
※掲載ジャンルは文化芸術に限ります。  ※開催月の2カ月前までにご連絡ください。  ※スペースの都合上、掲載できかねる場合もございますので、ご了承ください。

開催日 イベント名 会場 主催・お問い合わせ時間
(開演)エリア

無料

無料

無料

4月より移転のため、3月下旬
ごろより窓口業務を一時停止
させていただきます。


