
№ 職員氏名 演題名 場所 主催等 月　日 備　考

1 原島　知子 新指定の民俗文化財について さざんか会館 鳥取民俗懇話会 平成30年4月7日 10 名

2
茶谷　満
松本　絵理
田中　正利

火おこし体験 砂丘 児童クラブ 平成30年4月23日 30 名

3 中山　寧人 古代・中世の食事の話 面影地区公民館 面影地区公民館 平成30年5月1日 15 名

4 中原　　斉 出でよ！地下の弥生博物館 青谷上寺地遺跡展示館 青谷上寺地遺跡を学ぶ会 平成30年5月27日 27 名

5 中原　　斉 とっとり弥生の王国を掘る！ 白兎会館 日本博物館協会中国支部 平成30年5月28日 43 名

6 中原　　斉 とっとり文化遺産紀行 境港市渡公民館 境港市渡公民館 平成30年6月24日 31 名

7
中山　寧人
茶谷　満

火おこし体験 姫路公園 湖南学園親子会 平成30年6月24日 60 名

8 田中　正利 会下・郡家遺跡、青谷横木遺跡からみた弥生集落 むきばんだ史跡公園 むきばんだ史跡公園 平成30年6月30日 20 名

9 小山　浩和 庭園史の概説 まなびタウンとうはく 琴浦町寿大学 平成30年7月13日 15 名

10 中原　　斉 地域のお宝発見ワークショップ 湯命館（倉吉市関金）
倉吉市公民館主事研修会（倉吉市教育委
員会生涯学習課）

平成30年7月19日 28 名

11 大川　泰広 史跡青谷上寺地遺跡第17次発掘調査について 広島大学 広島大学 平成30年7月22日 17 名

12 中原　　斉 伯耆安綱げな談義 米子市立図書館 伯耆国たたら顕彰会 平成30年8月19日 50 名

13 原島　知子
気楽に学ぶ「文化財保護行政」入門塾　「無形民俗
文化財の保護と活用」

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター 平成30年8月24日 10 名

14 大川　泰広 青谷上寺地遺跡出土大阪湾型銅弋について 岡山大学 考古学研究会岡山例会 平成30年9月8日 29 名

15 原島　知子
気楽に学ぶ「文化財保護行政」入門塾　「有形民俗
文化財の保護と活用」

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター 平成30年9月14日 10 名

16 坂本　嘉和 因幡・伯耆の役所と古代寺院 まなびタウンとうはく 琴浦町寿大学 平成30年9月14日 30 名

17 原島　知子 クイズで学ぼう！麒麟獅子舞 久松小学校 久松小学校（３年生） 平成30年9月20日 40 名

18 中原　　斉 とっとり文化遺産紀行 関金公民館 関金公民館 平成30年9月27日 20 名
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19 原島　知子 鳥取の祭り・行事 鳥取大学 鳥取大学地域学部 平成30年10月1日 80 名

20 中原　　斉 鳥取池田家３２万石 まなびたうんとうはく 寿大学 平成30年10月12日 25 名

21 下江　健太 鳥取県の埴輪 米子市文化ホール 一般財団法人米子市文化財団 平成30年10月13日 23 名

22 中森　　祥
気楽に学ぶ「文化財保護行政」入門塾「無形文化財
の保護と活用」

埋蔵文化財センター 埋蔵文化財センター 平成30年10月26日 15 名

23 茶谷　満 火おこし体験 高城だっしゅ村 高城だっしゅ村 平成30年10月28日 15 名

24 松本　絵理 根雨のまちなみと建造物について 日野町山村開発センター
奥日野たたらの里づくりプロジェクト実
行委員会

平成30年11月4日 30 名

25 中山　寧人 散岐ウォーキング 鳥取市河原町散岐地区 散岐地区公民館 平成30年11月4日 70 名

26 中森　　祥 鳥取の城郭あれこれ 琴浦町学びタウンとうはく 琴浦町寿大学歴史コース 平成30年11月9日 20 名

27 中原　　斉
来て、見て、感動！米子城（パネルディスカッション・
コーディネーター）

米子市公会堂 米子市 平成30年11月11日 900 名

28 下江　健太 鹿野城主亀井玆矩と西いなばのお城 童里夢館多目的ホール 鳥取市鹿野町鹿野往来交流館「童里夢」 平成30年11月11日 51 名

29 中原　　斉 とっとり考古学最前線 レーク大樹 ２０１８未来の家づくりフェア実行委員会 平成30年11月23日 15 名

30 中原　　斉 地域のお宝発見ワークショップ 倉吉市西郷公民館 倉吉市西郷公民館 平成30年11月24日 20 名

31 松井　潔
幕末の海防と鳥取藩台場～全国的視野から賀露台
場へのアプローチ～

賀露神社会館 賀露文化保存会 平成30年11月25日 65 名

32 中山　寧人 第２回鹿野の魅力再発見 鳥取市鹿野町小鷲河・河内地域 鳥取市鹿野町鹿野往来交流館「童里夢」 平成30年12月7日 15 名

33 下江　健太 青谷横木遺跡出土の女子群像板絵について 岡山大学 考古学研究会岡山例会 平成30年12月8日 20 名

34 小山　浩和 鳥取県内の玉作 東京都江戸東京博物館 古代歴史文化協議会 平成30年12月8日 77 名

35 門脇　隆志 土の中からの音色 まなびタウンとうはく 琴浦町寿大学 平成30年12月14日 12 名

36 中原　　斉 とっとり文化遺産紀行 鳥取大学 鳥取大学 平成30年12月25日 40 名
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37 中森　　祥 文化財の保存と活用 米子市役所　第２庁舎３階会議室
平成３０年度西部社教文化財担当者部会研
修会

平成30年12月26日 10 名

38 大川　泰広 因幡・伯耆の古城探訪－東伯耆を中心に－ まなびタウンとうはく 琴浦町寿大学 平成31年1月11日 7 名

39 濵田　竜彦 青谷上寺地遺跡と史跡整備 鳥取市勝部地区公民館 鳥取市勝部地区公民館 平成31年1月13日 50 名

40 茶谷　満 郷土の歴史発見 松保地区公民館 松保地区長生会 平成31年1月19日 50 名

41 下江　健太 いにしえの木材利用と自然環境 智頭町中央公民館
智頭枕田縄文遺跡の保存活用を推進する
会

平成31年2月5日 12 名

42 坂本　嘉和 青谷平野からみた古代山陰道のすがた まなびタウンとうはく 琴浦町寿大学 平成31年2月8日 14 名

43
松本絵理
茶谷　満
西川　徹

チョコレートで鋳造体験 あおば地区公民館 あおば地区公民館 平成31年2月10日 12 名

44 大川　泰広 勝見の遺跡　～勝山城を中心に～ 黒住教勝見中教会 勝見町内会 平成31年2月11日 90 名

45 馬路　晃祥 弥生時代の家について 智頭町中央公民館
智頭枕田縄文遺跡の保存活用を推進する
会

平成31年2月19日 20 名

46 田中　正利 湖山池南岸を掘る～鳥取西道路の発掘調査から～ 旧湖南中学校 鳥取市立湖南地区公民館 平成31年3月1日 42 名

47 中原　　斉 とっとり文化遺産紀行 ホテルセントパレス倉吉 中国温旧会鳥取分会 平成31年3月8日 21 名

48 坂本　嘉和 たたら製鉄の源流を探る！ まなびタウンとうはく 琴浦町寿大学 平成31年3月8日 14 名

49
田中　正利
松本　絵理

郷土の歴史発見 鳥取市国府町内 明治谷自然歴史研究会 平成31年3月11日 13 名

50 中原　　斉 淀江・大山の歴史遺産講座 むきばんだ史跡公園
とっとりの文化遺産魅力発掘プロジェクト実
行委員会

平成31年3月16日 50 名

51 中山　寧人 因幡・伯耆の古城探訪 伯耆町岸本公民館 伯耆町教育委員会 平成31年3月24日 38 名

52 松本　絵理 家具道具室内史学会研修での現地説明 鳥取県内 家具道具室内史学会 平成30年10月6・7日 25 名

53 松井　潔 美作・因幡　史跡と考古ツアー 岡山県・鳥取県他 国際交流サービス
平成31年3月13日～
平成31年3月15日

14 名

2,460 名平成30年度　合計参加数
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