
令和４年度事業計画 
 

 

Ⅰ 基本方針 

１．市民の心身の健康と、安定した生活及び地域社会の発展に寄与するため、所 

有する施設と、鳥取市から指定された施設を適切に管理すると共に、それらの 

施設を活用し、生涯学習の推進、文化芸術及びスポーツの振興を図っていく。 

２．新型コロナウイルス感染拡大により、日常生活や各種イベント開催に制限が 

かかる中、生涯学習・文化芸術・スポーツの効用が再認識されている状況にあ 

り、市民の皆様が、財団が実施する各種事業に安心して参加いただけるよう、 

継続して万全な感染防止対策を行っていく。 

３．ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に取り組み、優先課題を検討し実践できる 

よう努めるとともに、職員の人材育成、働き方改革や健康増進も継続して取り 

組み、財団のイメージアップや組織力の向上を図っていく。 

４．財団全体の魅力ある事業、会館運営などを広く市民に広報するため、ホーム 

ページや Facebookなど多様な媒体を活用した広報活動・情報発信を行い、集客 

数の増加を図っていく。 

 

 

Ⅱ 事業内容 

１．所有する教育、文化、体育施設の活用 

（１）所有施設の管理運営 

・鳥取市福祉文化会館 

・国府町体育館 

（２）所有施設の貸与 

・鳥取市北青少年研修センター（久松会館） 地区公民館として活用 

・津ノ井体育館 地区体育館として活用 

・河原市民プール ６月～８月のみ使用 

 

 

２．鳥取市文化センターの管理運営 

  市民の生涯学習の推進並びに学術及び地域文化の発展を図り、鳥取市との協定

内容の確実な履行を果たしていく。指定管理期間の４年目を迎える。 

 

（１）施設管理 

① 鳥取市生涯学習センター 

② 鳥取市視聴覚ライブラリー 

③ 鳥取市文化ホール 

  ※令和３年８月から令和４年９月まで、ホール吊天井耐震改修工事の 

ため休館 

④ 鳥取市こども科学館 

⑤ サテライトオフィス（鳥取市福祉文化会館内） 

 

 

 

 

 



（２）自主企画事業 

  ① 鳥取市生涯学習センター自主事業（５事業） 

   ・ギャラリーコンサート 

地元にゆかりのある若手アーティストのコン 

サート（年６回） 

   ・ミニアートギャラリー 

鳥取市の文化団体、鳥取市芸術家バンク登録 

    者による様々な芸術作品の展示会（年４回） 

   ・親子で楽しむひょっこりシネマ 

鳥取市内自主上映団体と共催による親子向け 

の映画上映会（年２回） 

   ・キッズシアター 

未就学児とその保護者を対象とした、絵本の読み聞かせやミニコンサー 

トを開催（年４回） 

   ・おもしろいことさがそう 

市内の小・中学校の児童、生徒を対象にし、施設の機能を活用して体験 

    型学習の場を提供（通年、随時開催） 

 

  ② 鳥取市文化ホール自主事業（３事業） 

○新・小山実稚恵ピアノリサイタル 

  鳥取市文化センター４０周年記念公演・鳥取市文化ホールリニューアル 

 記念事業として、鳥取市文化ホールとのかかわりの深い、クラシック音楽 

 のピアニスト小山実稚恵さんのコンサート。地元実行委員会と共催で開催 

・合唱フェスティバルＡｍａｂｉｌｅ 

地元で活動する学生から一般の合唱団体による合唱祭 

・スタインウェイピアノを弾こう！ 

  世界の名器スタインウェイピアノを気軽に利用していただく体験会 

（年１回、２日間開催） 

 

  ③ 鳥取市こども科学館自主事業 

   ア 年間講座 

 こどもが主体的に学び体験することができる 

講座の開催 

アート、わくわく科学、チャレンジ科学、体 

    験、親子陶芸、プログラミングワークショップ 

の６講座を開催 

イ 展示事業（４事業） 

     全国科学館連携協議会との連携や実験機材 

    を用いた遊びや観察を通じて科学への興味を喚起する。 

・常設展示 

   ○新・恐竜の楽園 

○新・全国科学館連携協議会巡回パネル展「海と生き物とわたしたち」 

・宇宙の写真展 

 

 

 

［ギャラリーコンサート］ 

［わくわく科学ワークショップ］ 



ウ 企画事業（７事業） 

     プログラミングやドローン操作など新しいコンテンツを取り入れ、また 

    地元団体との連携を図りながら様々な科学の情報発信を行う。 

・サイエンスショー（年４回） 

○新・ドローンの操縦を体験しよう 

・レゴＥＶ－３自動運転プログラミング体験 

・親子で夏休みの工作を楽しもう 

・親子でチャレンジクッキング（年２回） 

     社会福祉支援団体、鳥取市学校給食会との連携事業 

・フィールドワークショップ「きのこ観察」 

 日本きのこセンター菌蕈研究所連携事業 

○新・ＬａＱであそぼ！ 

 親子で楽しむ幼児向けの工作遊び 

エ アウトリーチ事業（１事業） 

 教育支援施設などに出向き、普段触れる 

ことができない科学の魅力を発信する。 

・科学のときめき宅配便 

 不登校児を支援する施設などに出向きサイエンスショーを開催。 

オ 市民参画事業（１事業） 

 市民ボランティア団体などによる実行委員会を組織し協働で、ものづく 

り体験などを通じて青少年の健全育成を図る。 

・鳥取こどもまつり 

     各種工作、プログラミング教室など開催 

 

（３）生涯学習講座「麒麟のまちアカデミー」（鳥取市受託事業） 

鳥取市生涯学習事業を一部受託し、高齢者向け教養講座「尚徳大学」並び

に、一般市民向け教養講座「市民大学」を企画・実施し、生涯学習の振興を

図る。 

  ① 鳥取市尚徳大学 

    高齢者の社会的知識を高め、社会参加を促す学習機会を提供するとともに 

学習した知識を地域に還元する等、受講生の生きがいづくりを助ける。 

    対象：因幡・但馬麒麟のまち圏域在住の概ね６０歳以上の方 

    講座：書道、彫刻、絵画、民芸、貢献、社会、健康、郷土（８講座） 

 

  ② 鳥取市民大学 

    自由に学ぶことができる学習環境を整備するとともに、現代の社会的情勢

や課題に対応した学習機会の充実を図る。 

    対象：因幡・但馬麒麟のまち圏域在住または在勤の方 

    講座：技能コース（前期・後期） 

       書道、茶道、華道、バランストレーニング、特別教室（各１０回） 

教養コース（前期・後期） 

知ろうよ鳥取講座(全１５回)、目指せマイスター講座(全１５回) 

 

 

 

 

［フィールドワークショップきのこ観察］ 



  ③ ファブラボとっとり 

    市民工房として、ものづくり体験を通じて、市民の生涯学習の振興を図る。 

    開館時間 午前９時から午後５時まで 

    休 館 日 毎週月曜日、年末年始 

    設置機器 ３Ｄプリンター、レーザー加工機、刺繍ミシン 

    企画事業 会員研修、電子工作とプログラミング、木工作、夏工作ワーク 

ショップ、ＬＥＤライトを使ったクリスマス工作 

 

  ④ 鳥取市小・中学生ものづくりアドバイザー 

    ものづくりアドバイザーの派遣により、小・中学生におけるものづくりに 

対する意識の啓発を行い、将来の鳥取市を担うものづくり人材の育成を図る。 

    対象：鳥取市内在住の小・中学生 

 

  ⑤ 市民教授ネットワーク 

    地域で活動している豊富な知識や技能をもつ人を発掘し、今まで培った経

験を活用してもらうことにより、各種団体の学習活動や市民の主体的な学習

活動を支援し、それらを支える指導者を充実させる。また、各種の生涯学習

事業における学習者が、その学習によって得た成果を社会に還元する場の提

供を図る。 

    対象：鳥取市内の公民館 

 

（４）鳥取・放送文化ライブラリーの運営（受任事業） 

   郷土に関する放送番組の保存、公開を通じて地方文化の向上に寄与する。 

   ふるさとの映像を見る会（毎月１回開催） 

 

 

３．鳥取市民会館の管理運営 

  市民の文化の向上と福祉の増進を図り、鳥取市との協定内容の確実な履行を果

たしていく。指定管理期間の４年目を迎える。 

 

（１）施設管理 

 

（２）自主企画事業 

① 鑑賞事業（４事業） 

・映画上映会（年２回） 

地元自主映画上映団体と共催し、鳥取未公開の優れた映画作品など上映 

○新・ジャグリング創作集団「空転軌道」音と光のジャグリング 

  ３人のジャグラーによるパフォーマンス。世界で唯一のハンドベルによ 

るジャグリングなど、多様なジャンルの文化芸術に触れ合うことを目的に 

鑑賞者の開拓を図る。鳥取おやこ劇場との共催 

・グランプリコンサート２０２２鳥取公演 

  「室内楽コンクール＆フェスタ」の優勝者などで構成したグループによ 

るクラシックコンサート。日本海テレビジョン放送、（公財）日本室内楽 

振興財団との共催事業 

 

 

 



○新・宝くじ文化公演「ミューズの囁き」 

    モーツアルトの作品もＮ響団友オーケストラ、ヴァイオリンとオペラで聞

かせてくれる貴重な公演 

    出演：岩村 力(指揮)、千住真理子(ヴァイオリン)、森 麻季(ソプラノ)、 

       Ｎ交響団友オーケストラ（予定） 

 

  ② 普及啓発・育成事業（３事業） 

・市民サロンギャラリー展示 

鳥取市の文化団体、鳥取市芸術家バンク登録者 

による様々な芸術作品の展示会（年４回） 

○新・ジャグリング体験ワークショップ 

  プロの講師による子ども達を対象とした体験会 

・スタインウェイピアノを弾こう！ 

  世界の名器スタインウェイピアノを気軽に利用 

していただく体験会（年１回、２日間開催） 

 

  ③ 参加創造事業（２事業） 

・因幡和太鼓の祭典 

麒麟のまち圏域（１市６町）の和太鼓団体による演奏会。伝統芸能の魅 

力を発信し、地域の文化芸術の振興を図る。また、 

鳥取しゃんしゃん祭関連イベントとして、麒麟の 

まち圏域及び中心市街地の活性化を図る。 

・第５回鳥取県東部中学生吹奏楽フェスティバル 

若いアーティストの新たな体験の場を提供する 

とともにレベルアップを図る。県東部中学吹奏楽 

部から４校を募り、技術研修、交流、演奏披露を 

行う。 

 

（３）次世代育成支援事業（鳥取市受託事業） 

   若者層を対象とした文化芸術事業を行い、文化芸術の振興と次世代育成の推 

進を図る。 

  ・０歳児からのコンサート 

    乳幼児とその保護者を対象とし、生の音楽に触れていただき、また地元の 

   若手音楽家を起用し、実践者の育成も同時に図る。（年１回） 

  ・中学生のための吹奏楽クリニック 

    市内中学校の吹奏楽部員を対象に、各楽器の指導者を招き、指導を行う。 

   吹奏楽の底上げを図るとともに、学校の域を超えた交流を促進し、将来の実 

践者の育成を図る。（年１回） 

  ・和太鼓ワークショップ 

    芸術を見るだけでなく、体験することを目的としたワークショップ。市内 

の子どもたちを対象に、伝統芸能を体験し、文化芸術に親しむ機会を設ける。 

 普段は体験できない和太鼓の基礎奏法を学び、学んだ成果をステージで発 

表する。（４回講座） 

 

 

 

［令和２年度第１回 

市民サロンギャラリー］ 

［鳥取県東部中学校吹奏楽 

フェスティバル］ 



  ・シルエット劇場 

    保育園・幼稚園児を対象に、園の行事として参加していただける演劇鑑賞 

会を開催。園として参加してもらうことで、家庭では芸術鑑賞の機会を得ら 

れない子どもたちにも芸術に触れ、感性を育んでもらう機会を設ける。 

   （年１回、午前・午後開催） 

 

 

４．鳥取市武道館等の管理運営 

  市民のスポーツ振興と健康の増進を図り、鳥取市との協定内容の確実な履行を

果たしていく。指定管理期間の２年目を迎える。 

 

（１）施設管理 

① 鳥取市武道館 

② 鳥取市千代テニス場・鳥取市城北テニス場 ４月～１２月・３月 

 

（２）自主企画事業 

  ① 鳥取市武道館の自主事業（５事業） 

   ・柔道教室、剣道教室 

  柔道、剣道の各連盟と連携を図りながら、 

武道を通して礼節、技術、体力を身に付け 

豊かな人間性の育成を目指す。 

・少年柔道安全講習会 

     中学生、高校生を対象に実技講習会を開 

催し、技術の向上を図る。 

   ・剣道ミニレッスン 

     幼児、小学生の初心者を対象として、伝 

統的な礼法、基礎練習を通して剣道の振興 

を図る。 

   ・リラックスヨガ教室 

     心身の健康維持と活力ある生活増進を図る。 

 

（３）そ の 他 

   鳥取市武道館稽古始め及び鏡開き式 

   ６武道７団体と協働で運営協議会を組織して開催 

 

 

５ 鳥取市国府町コミュニティセンター等の管理運営 

   地域住民の文化の向上と福祉の増進を図り、鳥取市との協定内容の確実な履

行を果たしていく。指定管理期間の２年目を迎える。 

 

（１）施設管理 

  ① 鳥取市国府町コミュニティセンター 

  ② 鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール ６月下旬頃～８月３１日 

 

 

 

 

［柔道教室］ 

［リラックスヨガ教室］ 



（２）自主企画事業 

  ① 鳥取市国府町コミュニティセンターの自主事業（３事業） 

   ・ホールコンサート「きなんせ」 

鳥取市在住または出身の音楽家の無料で楽しめるコンサート(年１回) 

   ・星を見る会 

   鳥取市さじアストロパークに協力いただき、小学生と保護者を対象とし 

  た天体観測会（年１回） 

   ・親子で楽しむ読み聞かせ会 

   市内で活動する読み聞かせ団体による、親子 

で楽しめる読み聞かせ会（年１回） 

  ② 鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール 

自主事業（１事業） 

   ・水泳教室 

夏休み中の市内小学生を対象に、鳥取市水泳 

    協会指導員から、水泳の基本、楽しさを学ぶ。 

（年１回） 

 

 

６．その他定款の目的を達成するために必要な事業 

 

（１）各種文化・芸術活動への協賛・後援 

・鳥取市民美術展 版画部門（協賛） 

・鳥取しゃんしゃん祭（協賛） 

・その他、地方自治体、文化団体等の活動に対する名義後援、広報協力 

 

（２）あいサポート運動の推進 

＜平成３０年１月５日より「あいサポート企業（団体）認定」＞ 

 

障がいのある方への必要な配慮などを全職員が学び、ちょっとした手助け

を実践していくことで、全ての人が暮らしやすい地域社会の実現に法人とし

て取り組んでいく。この運動への取り組みによって、すべての人にやさしい

施設管理と、利用者サービスの提供を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［水泳教室］ 


