
劇場とともに。
財団の活動を支えてくださる
会員を募集します。

財団事業を通して“特別な時間・空間”をご体感いただけるような特典をご用意します。
当財団のパートナーとして、ご支援いただくことで共に歩んでいただきたい、そう願って
います。より豊富な特典を一歩先の新しいステージでお楽しみください。

ロイヤル会員

ジュニア会員

ひとつ先のステージへ

財団のコンセプト［ARTS FOR EVERYONE アート
でつながる、心うるおう、未来のために］に、親しみを
感じていただきたいという願いを込め、会員名称を
「クローバー会員」としました。日常にアートが寄り添
い、潤いのあるより良い生活をお送りいただくことが、
私たちの願いです。

鳥取県の未来を担う子どもたちに気軽に劇場に足を運んでほしい、将来の活動者や鑑賞者
につなげたいという思いから、小学生専用の会員を立ち上げました。感受性豊かな時期に、
様々なアートの素晴らしさや楽しさを身近に体感することが、文化芸術に興味を持つ
きっかけや将来の夢・目標につながる一助となることを願っています。

心動かす感動との出会い

（公財）鳥取県文化振興財団  友の会事務局

鳥取県文化振興財団 
公式Facebook

お問い合わせ

〒680-0017  鳥取市尚徳町101-5  とりぎん文化会館内
T E L  ： 0857-21-8707
F A X  ： 0857-21-8705
E- mail ： tomonokai@torikenmin.jp
W e b ： http://www.torikenmin.jp

1. ダイレクトメールの送付（年４回）
　　  ジュニア会員専用のお知らせを年４回お届け！

２. スタンプラリー
特典

特典

特典

コンサートやワークショップに参加してスタンプを
集めよう！スタンプがたまったら、公演のチケットを
プレゼント！

財団主催公演の良いお席を一般発売より先行して購入（予約）
できます。（電話予約も承ります）

財団主催公演の良いお席を最も早く購入（予約）できます。
（電話予約も承ります）

会員有効期限内に１回（年１回）、対象公演の中からご希望の公演にご招待いたします。
※年度途中に対象公演を追加する場合がございます。

会員有効期限内に２回まで、チケット購入後のキャンセルができます。
※公演の前日までにお申し出が必要です。

財団主催公演における出演アーティストとの交流企画にご参加いただけます。
交流企画は決まり次第、お知らせいたします。
※対象外の公演もございます。
※同伴者１名まで参加可能
※別途、ドリンク代等を頂戴する場合がございます。

※１  催し物案内のご自宅への送付が不要な方は
　　  年会費1,000円でご入会いただけます。

１. チケット先行販売（予約）

２. レストラン等協力店でのご優待

3. 催し物案内の送付（毎月）

１. チケット最速先行販売（予約）

２. 財団主催公演への特別ご招待

３. チケット購入後のキャンセルサービス

４. アーティストとの交流企画

５. レストラン等協力店でのご優待
6. 催し物案内の送付（毎月）

アートを気軽に、
より身近に

今回のリニューアルには、入会を機に会員の皆様と財団とのつながりを深め、
事業を通して鳥取県の文化芸術の発展、次世代の育成等にご支援いただく
ことで、財団と共に歩むパートナーになっていただきたいという思いを
込めています。これまでの会員制度から、新たに「ロイヤル会員」
「クローバー会員」「ジュニア会員」の３つの会員制とし、旧プレミアム
会員の皆様はもちろん、財団の取り組みをより多くの方に
知っていただき、会員の皆様と文化芸術の関係がより深まる
ような会の運営を目指します。皆様のご入会をお待ち
しております。

リニューアル友の会 内のご案（公財）鳥取県文化振興財団

有効期限12,000円 1年年会費

年会費 有効期限1,500円（1,000円 ※1） 1年

各会員特典はいずれも財団が指定する
　公演・事業が対象となります。

対　象 年会費県内小学生 有効期限無料 入会から小学校
卒業月末日まで

2021年4月1日、入会受付開始！

クローバー会員クローバー会員



【通 信 欄】①氏名（フリガナ）　②性別　③生年月日（西暦）　④住所　⑤電話番号
　　　　　 ⑥“友の会〇〇会員入会希望” ⑦毎月の催し物案内送付を希望（または不要）とご明記ください
　　　　　　  ※〇〇にはご希望の会員名（ロイヤル・クローバー）をご記入ください。
【口座番号】０１３３０－８－４８２５１　【加入者名】公益財団法人鳥取県文化振興財団

以下のいずれかの方法で入会手続きをお済ませください。※ジュニア会員はインターネットまたは窓口でお申し込みください。

友の会、デジタル会員証も始まります♪ より便利に！スマートに！

3月21日（日）～4月5日（月）

： bunka@torikenmin.jp

： mirai@miraichushin.jp

： seibu@torikenmin.jpTel：0859-38-5127  Fax：0859-38-5128

2021年4月より、「WEBチケとっとり」にご登録いただいているお客様は、スマートフォン・タブレットで「WEBチケとっとり」ログイン後のマイペー
ジを会員証としてご利用いただけます。財団窓口にお越しの際は、マイページをご提示いただくと各種お手続きが可能です。

移転のお知らせ

4月6日（火）から新事務所移転OPEN！！
アルテプラザは2021年4月より米子天満屋4階から下記住所
に移転いたします。なお、下記期間は移転作業につき、チケット
販売ほか窓口業務を休止させていただきます。
※事務所移転に関する詳細は、ホームページをご覧ください。

【4月以降のお問い合わせ】
TEL：0859-38-5127　営業時間：9:00～17:00
休業日：毎週日・月曜日

移転先
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）住所：米子市末広町311

窓口業務休止期間

年会費 ロイヤル会員：12,000円
※1 催し物案内のご自宅への送付が不要な方は1,000円
クローバー会員1,500円（※1） ジュニア会員：無料

お申し込み窓口：とりぎん文化会館・倉吉未来中心・アルテプラザ
　　　　　　　  ※開館時間・休館日・連絡先等の詳細情報は下記（財団各窓口のご案内）をご参照ください。

QRコード→

窓口

郵便振替
郵便局備え付けの青色の払込取扱票に下記必要事項をご記入のうえ、年会費を添えてお近くの郵便局にてお申し込みください。
（郵便振替には所定の手数料がかかります）

インターネット
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）の利用登録（無料）が必要です。
登録完了後、マイページより入会手続きをお済ませください。
※利用登録において、重複するメールアドレスはご利用いただけません。
※年会費のお支払いはクレジットカードのみとなります。
※入会完了後はマイページを会員証としてご利用いただけます。
　紙の会員証をご希望のお客様は事務局までご連絡ください。
※ジュニア会員は入会が確認でき次第、事務局より会員証を発行し郵送します。

ご入会方法

WEBチケとっとり

財
団
各
窓
口
の
ご
案
内

令和３年度 公演ラインナップ

米子市公会堂 大ホール 2021年  5月  8日（土）

NHK鳥取放送局開局85年記念
NHK交響楽団演奏会 鳥取公演 とりぎん文化会館 梨花ホール 2021年  8月28日（土）

モルゴーア・クァルテット コンサート
（令和２年度からの延期） ハワイアロハホール 2021年  4月25日（日）

2021年10月  8日（金）
2021年10月  9日（土）

2022年  1月  9日（日）

東部地区

中部地区

西部地区

※2021年3月20日時点の情報です。その他、公演が追加になる場合がございます。

営業時間 : 9:00～17:00　休業日 ： 毎週日・月曜日

●とりぎん文化会館
Tel：0857-21-8707  Fax：0857-21-8705
〒680-0017  鳥取市尚徳町101-5　営業時間 ： 9:00～21:00　休館日 ： 第2・4・5月曜日

【新住所】〒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〕） 
※2021年4月より事務所を
　移転いたします。

●倉 吉 未 来 中 心 〒682-0816  倉吉市駄経寺町212-5　営業時間 ： 9:00～21:00　休館日 ： 第1・3・5月曜日
Tel：0858-23-5391  Fax：0858-47-0255

●ア ル テ プ ラ ザ

鳥取県青少年郷土芸能の祭典2021 西部地区予定 秋頃開催予定
新日本フィルハーモニー交響楽団 米子公演 米子市公会堂 大ホール 2021年  7月16日（金）

やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光）
Tour 2021 -Asteroid and Butterfly-
（令和２年度からの延期）

ウィーン・リング・アンサンブル ニューイヤー・コンサート2022
（令和2年度からの延期）

倉吉未来中心 大ホール

春風亭一之輔 独演会（令和元年度からの延期） ［8日］三朝町総合文化ホール
［9日］倉吉未来中心 小ホール

澤 和樹&蓼沼恵美子 with プレミアム・アーティスト
～チェロの巨匠、アラン・ムニエ氏を迎えて～ とりぎん文化会館 梨花ホール 2021年11月14日（日）

ストラディヴァリウス・コンサート2021 とりぎん文化会館 梨花ホール 2021年  9月11日（土）

以下の窓口で、年会費をお支払いいただきお申し込みください。

入金が確認でき次第、事務局より会員証を発行し郵送いたします。

倉吉未来中心大ホールリニューアル記念公演


