
西部 米子市公会堂 大ホール 米子市民劇場
0859-33-86954/17㊏ 18：30米子市民劇場 4月例会

劇団朋友公演「吾輩はウツである」 ※会員制

鳥取市民会館 大ホール 鳥取演劇鑑賞会
0857-23-64864/16㊎ 18：30鳥取演劇鑑賞会 第307回例会

劇団朋友公演「吾輩はウツである」 ※会員制東部

とりぎん文化会館 梨花ホール YUMEBANCHI(岡山)
086-231-35314/2㊎ 19：00

THE RAMPAGE PROLOGUE
LIVE TOUR 2021“REBOOT”
～WAY TO THE GLORY～

東部

中部 倉吉未来中心 アトリウム (一社)茶道裏千家淡交会
倉吉支部　0858-28-34274/11㊐ 10：00春の茶会

倉吉未来中心 セミナールーム3
（公財）鳥取県文化振興財団
とりぎん文化会館
0857-21-8707

4/4㊐

ワークショップ
10：00
～12：00

戯曲解釈講座
13：00
～15：00

演出家・宮田慶子による演劇ワークショップ
※ワークショップは中学生以上～１８歳以下、
　戯曲解釈の講座は中学生以上が対象。

米子市淀江文化センター
大ホール

桜奏実行委員会
（一財）米子市文化財団
米子市淀江文化センター
0859-39-4050

4/10㊏ 14：00さなめラララ♪すてーじ
桜奏 －はるかなで－西部

東部 とりぎん文化会館 展示室
※4/12㊊は休館日

日本画あじさいの会
0857-21-2916(穐山)

4/10㊏
～4/16㊎

9：30
～
17：30
最終日
16：00まで

日本画あじさいの会
40周年記念展

倉吉未来中心 アトリウム
１階 アートギャラリー

（公財）鳥取県文化振興財団
倉吉未来中心
0858-23-5390

開催中
～5/16㊐

9：00
～
22：00

みらいアートギャラリー
My Favourite Tottori Life
三朝町 アラン・マリーさん編

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

4/6㊋ 12：154月のランチタイムレコード♪
ヨーロッパ映画音楽哀愁のテーマ集

東部 鳥取市文化センター
1階 展示ホール

鳥取つばきの会
090-2206-2804(高田)

4/3㊏
～4/4㊐

3日
9：00～17：00

4日
9：00～15：00

鳥取市民文化祭参加
第67回 つばき展

無料

無料

無料

中部

中部

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」

米子市文化ホール メインホール コンサート米子
0859-34-31734/10㊏ 18：45コンサート米子 2021年4月例会

ピアノ三重奏 ※会員制(当日入会可)西部

米子市公会堂 大ホール 米子市公会堂
0859-22-32364/3㊏ 14：00華麗なる声楽の世界

山本耕平・高橋維 デュオリサイタル西部

東部

わらべ館 いべんとほーる わらべ館
0857-22-70704/11㊐ 14：00ぴあのはうたう ※要申込(4/1㊍～)東部

わらべ館 童謡コーナー わらべ館
0857-22-70704/18㊐ ①11：00

②14：00めぐろう！うたの小道 ※要申込(4/4㊐～)東部
米子コンベンションセンター
小ホール

米子シネマクラブ
090-8248-98104/18㊐ ①14：00

②19：00
米子シネマクラブ 第136回例会
※会員制(当日入会可)西部

わらべ館 童謡コーナー わらべ館
0857-22-7070

4/8㊍

4/17㊏
15：00唱歌教室 in 童謡コーナー

※要申込        東部

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！4

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

掲載のイベントは、令和3年3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。

無料



20214/25日開場 13：00開演 14：00

米子コンベンションセンター
小ホール

コンサート米子
0859-34-31734/19㊊

①14：00

②18：45

コンサート米子 特別例会
「風の旅」ギター＆ヴァイオリン デュオ西部

仁風閣 仁風閣
0857-26-35954/18㊐ 14：00仁風閣寄席「桂小文吾、桂吾空」東部

とりぎん文化会館 小ホール 0857-23-0054(中村)4/18㊐ 14：00poco a poco ピアノコンサート東部

わらべ館 ギャラリー童夢 わらべ館
0857-22-7070

4/22㊍
～6/13㊐

9：00
～
17：00

おもちゃと遊びの企画展　
「はかってあそぼう」東部

無料

わらべ館 うたの広場 わらべ館
0857-22-7070

5/20㊍
～7/20㊋

9：00
～
17：00

童謡・唱歌企画展　
「海沼實没後50年展」東部

東部 仁風閣 仁風閣
0857-26-35954/29㊍㊗ 14：00

音楽芸術アカデミーコンサート①
「懐かしきフォークの調べ
  ギター弾語りコンサート」

鳥取市文化ホール 桜声会
090-4651-9952(平野)4/25㊐ 14：00鳥取市民文化祭参加

第33回 桜声会 Vocal Concert東部

仁風閣 仁風閣
0857-26-35954/25㊐ 14：00仁風閣寄席「鳥取大学落語研究会」東部

ハワイアロハホール
（公財）鳥取県文化振興財団
倉吉未来中心
0858-23-5391

4/25㊐ 14：00モルゴーア・クァルテット コンサート中部

鳥取市文化センター
2階 大会議室

鳥取市文化センター
0857-27-51814/22㊍

午前の部
10：00
午後の部
14：00

ふるさとの映像を見る会
大山～新たなる命の神話～
（日本海テレビ開局40周年記念番組）

東部 無料

無料

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】
年末年始および毎週日曜日・月曜日
http://www.torikenmin.jp/arteplaza/

〒683-0043 米子市末広町311
米子駅前ショッピングセンター4階（イオン米子駅前店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3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。

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

4月6日（火）より営業開始！

モルゴーア・クァルテットモルゴーア・クァルテットコンサート
クラシック、ロック、

二刀流！

凄腕カルテット、鳥取
初見参！！

【主催】（公財）鳥取県文化振興財団　【共催】湯梨浜町、湯梨浜でクラシックを聴く会

会場 ハワイアロハホール
出演 荒井英治／第１ヴァイオリン（元東フィル ソロ・コンサートマスター）

戸澤哲夫／第２ヴァイオリン（東京シティフィル コンサートマスター）
小野富士／ヴィオラ（元N響次席ヴィオラ奏者）
藤森亮一／チェロ（N響首席チェロ奏者）

演奏曲 渾身のプログラム！
ハイドン「弦楽四重奏曲 第67番『ひばり』」
ショスタコーヴィチ「弦楽四重奏曲 第4番」
エマーソン・レイク＆パーマー「タルカス」

チケット 全席自由・税込
一般：4,000円  U22：2,000円  U15：1,000円
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。　※U22は公演当日に
16歳～22歳の方。U15は公演当日に小学生～15歳の方。入場の
際は、年齢確認のできる身分証等の提示が必要です。

【お問い合わせ】 倉吉未来中心 TEL.0858-23-5391

チケット
取扱い

倉吉未来中心／とりぎん文化会館／アルテプラザ
ハワイアロハホール
WEBチケとっとり（鳥取県文化振興財団インターネット・チケットサービス）
ローソンチケット［Lコード：62454］

日本の名だたるオーケストラで活躍する名手たちが挑むクラシックとロックの名曲


