鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）
学習の成果を発表してみましょう！
県内の公民館、学校、社会教育団体、生涯学習グループや生涯学習に取り組んでいる方に、発表の場を用意しています。
ご利用お待ちしています！

音楽やダンスなどを発表したい方 出演者募集中！

ランチタイムコンサート

出演
無料
入場
無料

マイク、アンプ、机、椅子などの簡単な備品は用意し
ます。発表を希望される場合は、ご相談ください！

■場

所

１階ロビーの指定場所

■発 表 日

平成 31 年２月までの指定日

■発表時間

12：00 ～ 13：00（リハーサル時間含む）

■申込期間

発表希望月の１ヶ月前の初日から発表日の 10 日
前まで受付

■申込方法

窓口または電話などで事前にご相談ください。
その後、申込用紙をご提出ください。発表の可
否は、他の催物状況及び申込内容を検討のうえ
連絡します。

※発表される団体などが決定次第、ホームページ・新聞などでお知らせします。

発表された方にインタビュー！ !

Girls channel（バトン・チアダンス） ８月 22 日（水） 杉音頭＆田の神音頭ワークショップ
NPO 法人日本バトントワリング協会、鳥取市バトン・チア連盟

民踊きくの会

私たちは、11 名のチームです。毎年、夏の大会や緑の感謝祭
ですばらしい演技ができるように、毎週楽しく練習に励んでいま
す。地域のイベントや福祉施設の訪問にも出演し、バトンやポン
ポンの楽しさを多くの方に知っていただけるように活動していま
す。

私たちは、今年で 10 周年を迎えます。10 周年の記念事業を
県立生涯学習センターのホールで行うため、事前練習も兼ねて、
ランチタイムコンサートで踊りを披露しました。鳥取県の民踊で
ある「杉音頭」と西郷どんゆかりの鹿児島県の民踊「田の神音頭」
を来館された皆さんと一緒に楽しく踊りました。

平成 30 年度生涯学習公開講座（テーマ：健康）のご案内

こころの健康セミナー

８月 31 日（金）

とっとり県民カレッジ連携講座

マイナス思考と上手につきあう認知療法入門
～こころの健康を保つとっておきの秘訣～

無料
どなたでも
ご参加ください。

物事をつい悪く考えすぎてしまい、ひとりで落ち込むなどの経験はありませんか？マイナス思考でクヨクヨす
る自分をなんとかしたいと思ったことはありませんか？もっともっと自分のことを好きになりたいと思ったこと
はありませんか？
この講演では、悪く考えてしまうクセを柔軟な考えに変える技法【認知療法】をわかりやすくお伝えします。
心の健康を保つだけでなく、心の健康を回復することまで助けてくれるエクササイズ、認知療法を一緒に体験
してみましょう！
開 催 日：平成30年

12月14日（金） 13：00～14：30（受付 12：30～）

会

場：鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館） 講義室（120名）

講

師：鳥取大学大学院 医学系研究科 臨床心理学専攻 准教授 竹田

たけ だ

しん や

伸也 氏

申込方法：窓口・電話・ＦＡＸ・メールのいずれかでお申込みください。当日まで受付します。
ただし、満席の場合はお断りすることもありますので、お早目にお申込みください。
※手話通訳・要約筆記・託児をご希望の方は、11月27日（火）までにお申込みください。
※詳細はお問い合わせください。
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作品展示・活動紹介をしたい方

出展
無料

生涯学習展示コーナー
出展者
展示に必要なパネルなどは用意します。
募集中！
展示を希望される場合は、ご相談ください！
展示のようす

11月・12月の展示予定
展

示

期

間

発表団体など

11月 ５ 日（月）～ 11月10日（土） 油絵グループ遊

作品展

11月16日（金）～ 11月18日（ 日） 第９回姫柿盆栽展
11月24日（ 土）～ 12月 １ 日（ 土）

日本風景写真協会
鳥取支部写真展 四季彩々

12月 ３ 日（月）～ 12月 ８ 日（土） 書道

自由展

鳥取地区伝統文化いけばな
12月15日（土）～ 12月16日（日）
こども教室作品展

世界の子どもたちの写真展
６月 23 日（土）～７月４日（水）

昆虫等の立体切折工作（ペーパークラフト）

なか お

中尾

かずのり

和則さん

世界を旅していると、笑顔のステキな子
どもたちに出会います。カメラの前でおど
けてみせる子どもたち、突然ダンスを披露
する子どもたち、野菜や果物を買ってとせ
がむ子どもたち。子どもたちの笑顔は、ほっ
こりとした気持ちにさせてくれます。

７月 29 日（日）～８月５日（日）

さか た

よういち

坂田 洋一さん

予告

みんなで

昨年、インターネットで「切り折り紙作品」を
見て、子どもの頃を思い出し、作品を作りはじめ
ました。紙を切って、折って、貼って、色をつけ
て昆虫や恐竜などを組み立てています。物語の一
場面を表現した作品づくりもしています。
今回は、展示ばかりでなく、カブトムシやテン
トウムシのペーパークラフトづくりの体験コー
ナーも設けました。

楽しく 生涯学習！

とっとり県民カレッジ連携講座

第12回 まなび・ふれあい交流会
当センターの生涯学習スクール「まなび」登録団体を中心として、一般参加団体
なども交え、日頃の学習成果を発表します。
展示発表、舞台発表、ミニコンサート、お茶席など楽しい催しが満載です！

平成31年３月８日（金）～10日（日）

今年度も開催します。
ご期待ください！

◦ 会 場：鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）
◦ 入場料：無 料 ※体験コーナーほか一部有料

※詳しくは、12 月下旬ごろに配布するチラシをご覧ください。

●鳥取県立生涯学習センター ホール催物案内●
開催日

イベント名

開演〜終演時間

入場料

１１ 月 １１ 日
（日）

とっとり夢街コンサート 2018
～ちょっとだけ星取県～

14：００ ～ 16：15

前売 2,０００ 円
当日 2,5００ 円

１１ 月 １8 日
（日）

鳥取大学フォークソング部
定期演奏会

1３：００ ～ 16：００

無料

１２ 月 １ 日
（土）

平成 30 年度
鳥取県スポーツ推進委員研究大会

12：３０ ～ 16：３０

無料

１２ 月 9 日
（日）

第 53 回鳥取大学軽音学部
定期演奏会

12：３０ ～ 17：３０

無料

主催者・連絡先
とっとり夢街コンサート実行委員会
代表 田中 規道
TEL（０857）21-8455
鳥取大学フォークソング部
高 相真
TEL０8０-３０３０-79３4
鳥取県庁スポーツ課
前田
TEL（０857）26-7919
鳥取大学軽音楽部
梶野 菜摘
TEL０8０-３881-5０22

URL http://fureaikaikan.jp
申込・
鳥取県立生涯学習センター 〒680-0846 鳥取市扇町 ２１ 番地
問合せ先 （県民ふれあい会館）
ＴＥＬ（0857）２１-２33１・２２66 ＦＡＸ（0857）２１-２２67 E ﾒｰﾙ manabi@fureaikaikan.jp
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