ライブ／ダンス／ステージ

公募企画事業

LIVE / DANCE / STAGE

しゃんしゃんを未来へ♥
（ワークショップ＆ステージ）

1

しゃんしゃん箒星（ほうきぼし）

しゃんしゃんの鈴音で人と人・文化と文化を
繋げます♪芸術の持つ素晴らしい可能性を伝
えます♪是非！箒星を全身で感じて下さい♪
10日 14:30〜15:00／15:00〜15:30
ステージパフォーマンスエリアA・B

津軽三味線

2

米子三絃会

10日 15:00〜15:30
ステージパフォーマンスエリアA

太極拳

中国で生まれた太極拳は、中国拳法の型を
ゆるやかに演じます。その精神は 平和 で
す。中国との友好・平和を願う心を伝えます。
10日 15:30〜16:00
ステージパフォーマンスエリアA

http://www2.sanmedia.or.jp/nicchu-y/

4

ハンドベル クレエ プチ・フィーユ

10日 17:00〜18:00
ステージパフォーマンスエリアA

進め！箏ひき隊（ワークショップ）

とっとり邦楽合奏団

見て！触れて！！箏(こと)ひきたい！！！和楽
器「お箏」を体験してみませんか？誰でも自
由に、無料で、気軽に日本の音を楽しめます。
10日 16:00〜17:00
ステージパフォーマンスエリアA

女子アナプレゼンツ
朗読〜稲羽のシロウサギ〜

出雲神話☆語る会

鳥取を舞台に繰り広げられた壮大な神々の物語「稲羽の
シロウサギ」。古事記の朗読をライフワークにしている女性
アナウンサーが神話の世界に誘いなから、またガールズトーク
で鳥取のゆかりの地や神社巡りの楽しさを つたえ ます。

10日 18:00〜18:30
ステージパフォーマンスエリアA

7

日本中国友好協会米子支部

ハンドベルコンサート
＆ワークショップ

他の人の音に自分の音を重ねてつなぎ、共同でひと
つの音楽を創り上げる喜びを演奏を通して伝え、ワ
ークショップで体感していただけるステージにします。

6

太竿の雄大な音色で津軽三味線の真髄をつた
え、心に響くその魅力をかんじる。それは日本
伝統音楽再発見につながるとなるでしょう。

3

5

おんがく紙芝居

ゴロ画伯

米子に引っ越してきた小学生を主人公にしたオリジナル紙芝居
「赤とんぼみつけた」。キーボード奏者とコラボレーション、
ドラマチックに語りかける「おんがく紙芝居」。いじめに負けるな。
仲間とつながる勇気をテーマにした意欲作に乞うご期待！

10日 19:30〜20:00
ステージパフォーマンスエリアA

8

ひとつなぎの舞隊 in米子
（ダンスワークショップ）

D-note

ダンスでつながる。未来へ伝える。心踊るス
テージ。身体と心、人と人がつながる。2日
間のダンスプログラム。
10日 14:00〜19:00
多目的ホール ２階ホワイエ

第

10 回

9

田植え唄と踊り

米子田植唄保存会

稲作は日本の原点であり米は重要な主食で
す。早乙女さん達による唄と踊りは日本の心
として感じ伝えられることを願っています。
11日 10:00〜10:30
ステージパフォーマンスエリアA

10

真空管アンプが奏でるレコード音楽

尾高 均

デジタル全盛のこの時代なぜアナログレコ
ードを聴くのか？懐かしさだけではありま
せん。レコードの魅力を伝えればと思います。
11日 11:00〜12:00
ステージパフォーマンスエリアA

11

ベリーダンス・ワークショップ
「女子力アップベリーダンス」

LESAALA 代表 Keiko

世界中で人気の高い中東の踊りベリーダンス。
女性の体のしなやかさ豊かさを表現してい
きます。どうぞ気軽にご参加ください。
11日 12:00〜12:30
ステージパフォーマンスエリアA

12

全ての世代の方々に…
伝われ！うた心！

13

フルート三重奏

アンサンブル アミリィエ

音楽を通じ知り合った私達。大人になって
からもこうして楽しめる音楽の素晴らしさを
皆さんに少しでも伝えられたらと思います。
11日 15:30〜16:00
ステージパフォーマンスエリアA

14

大正琴演奏

山陰琴仙会

家族の絆、仲間の絆、社会との絆を大正琴
音楽を伴に楽しみながら育んでいきたいと
思います。今回は童謡を中心に！
10日 14:30〜15:00
ステージパフォーマンスエリアB

15

生きる力をアートで表現！！
ハグハグダンス

NPO法人親子支援hughug

〜生きる力を育むこと〜ｈｕｇｈｕｇはその願
いをアートにして表現しています。子ども達
の生き生きとした表情をご覧ください。
10日 15:30〜16:00
ステージパフォーマンスエリアB

http://mobile.zige.jp/haguhagu/

16

音楽今昔物語

コーラスユニットSION

はたがさき・ふぁみりぃ・ばんど

出身地も個性もバラバラな私達ですが、ここ鳥取
の地で、コーラスというものでひとつにつながっ
て出来上がったハーモニーを、是非お聴き下さい。

還暦を過ぎたオジサン２人と若者２人がバンド活動の
原点と今を表現。楽しい音、音を楽しむ、まさに音楽そ
のものを追求（？）、年代を超えたちょっとだけロック
なステージパフォーマンスをお届けします。

11日 12:30〜13:00
ステージパフォーマンスエリアA

10日 18:00〜18:30
ステージパフォーマンスエリアB

http://blogs.yahoo.co.jp/rick77dog

フードエリア
移動販売車

2/10

11

（月・祝）
（日）
●お一人様一回限りご利用いただけます
●米子コンベンションセンター会場のみ有効

2013.

Hearty Party
ダンスパフォーマンス

Hearty Party

ダンスは、技ではなく心を表すもの。1人1
人が、自分を表現して楽しく踊ります。その
楽しさが、皆様にも伝われば幸いです。
11日 10:30〜11:00
ステージパフォーマンスエリアB

18

BELLY DANCE SHOW
「EGYPTIAN DREAM」

LESAALA&M3,NHKカルチャーStudents
世界中で人気の高い中東の踊りベリーダンス。女
性の体のしなやかさ豊かさを表現していきます。
エキゾチックなアラブの世界を伝えたいです。
11日 11:00〜11:30
ステージパフォーマンスエリアB

19

手で伝えるメッセージソング

Moe Project

鳥取を感じる歌を、手話と声で伝え、聴く方
にも一緒に歌ってもらって、楽しくつながり
たいと思います。
11日 11:30〜12:00
ステージパフォーマンスエリアB

http://blog.zige.jp/auravoice/

20

心と身体を癒す太極拳体操を
やってみよう

游游クラブ

カラコロ太極拳体操は簡単で、ピアノとパイ
プオルガンの音色は心地良く、やった後爽
快感が味わえます。ごいっしょにどうぞ！
11日 12:00〜12:30
ステージパフォーマンスエリアB

21

ひとつなぎの舞隊 in 米子
（ダンスステージ）

D-note

10日のワークショップの参加者とともに
創りあげた作品をお披露目します。ダンス
を通じて「
」とつながる！
11日 12:30〜13:00
ステージパフォーマンスエリアB

22

アイルランド音楽即興演奏
ワークショップ

米子高専アドリブ有志 D−Day Project

即興演奏しやすいアイルランド音楽を会場の
皆様と一緒に演奏し、息吹きを感じ、一緒に
つながりましょう！！当日は飛入り大歓迎！！
11日 15:00〜15:30
ステージパフォーマンスエリアB

23

癒しと感動の歌声
ゴスペルオーブ

ゴスペルオーブ

生かされていることの感謝と喜びを全身全霊で歌い、
温かい気持ちを伝えます。愛をいっぱい感じて、たくさ
んの人とのつながりを大事にしています。希望と勇気、
元気を届けます。皆さんとの出会いにハレルヤ〜！

11日 16:15〜17:30
ステージパフォーマンスエリアB

24

みんなで歌おう！

スマイル
笑顔で元気になる歌を伝えたい。みんなと一緒に歌う
ことで、一つになることを感じ、つながりを大事にしたい。
ボイストレーニングを交えながら、気持ちのいい声で歌い
ましょう！ ストレス発散、心は癒され、元気になります。

11日 16:15〜17:30
ステージパフォーマンスエリアB

NPO法人 夢蔵プロジェクト

前田造園

ご協賛、ありがとうございました。

◎ワークショップ参加は有料となります。
日時

WORK SHOP / EXHIBITION

25

第2回彫刻のある街米子
フォト展

29

米子彫刻ネットワーク

亀尾文庫

街の中にある石の彫刻をテーマにしたフォ
ト展です。写真から伝わるメッセージを感
じ、本物の彫刻との出会いを演出します。
10日13:00〜21:00
11日10:00〜18:00

進化してゆく米子の古い歴史・今はなくな
った思い出の事柄などを紹介したいと思い
ます。

多目的ホール

10日13:00〜21:00
11日10:00〜18:00

http://park.geocities.jp/sculpture̲net/

26

くらしの器展

30

（手づくり陶器の展示・販売）

奥本工房

多目的ホール

和の雨音〜初音入り〜
（和傘作りの実演・展示）

31

伝統的な和傘作りを実演・展示を通して
見ていただき、手作りの技術を感じてもら
えれば嬉しく思います。
多目的ホール

織房（はたぼう）
（着物・帯リメーク手織り作品）

32

多目的ホール

10日13:00〜21:00
11日10:00〜18:00

http://manga-tottori.jp/
まんが王国とっとりＰＲキャラバン隊

バードプリンセス

オリジナルけしごむはんこを
つくろう！

rospo

けしごむを彫って、あなただけのオリジナルは
んこを作りましょう。小さなお子様でも安心な
『つまようじで彫れるけしごむ』もあります。
10日13:00〜21:00
11日10:00〜18:00

多目的ホール

34

神話と神社のススメ
〜社☆ガールプレゼンツ〜

神社ガールズ研究会

私達の住む土地・山陰は『古事記』の神話に
多く登場します。古の人々の息吹が感じられ
る神話や神社を社☆ガールがお伝えします！
10日13:00〜21:00

多目的ホール

多目的ホール

35

中東の民族衣装

LESAALA

私たちを虜にしているBELLY DANCEの
ルーツを地域の衣装とともに見ていただき
アラブの文化を感じてください。
11日10:00〜18:00

36

多目的ホール

陶芸体験

陶芸友の会

伝統工芸の陶芸は、なかなかふだん体験する
ことができません。この機会に、文化芸術の
楽しさ喜びを味わってみて下さい。
11日10:00〜17:00

多目的ホール

http://nabi-studio.jimdo.com/

http://www.hatabou.com

まんが王国とっとり2012年、建国！！
漫画やアニメで鳥取を元気にします！

ペーパー・スカルプチャー（紙の彫刻）
製作体験／立体造形作品展示

身近な素材「紙」による立体造形作品の展
示とワークショップに参加された方の作品
をコラボ展示します。

古くなった又は着なくなった着物・帯をもう
一度命を吹替えして新しいスタイルを提案して
います。古布を使った手織りの実演もあります。

まんが王国とっとり

多目的ホール

松本至正

織房（はたぼう）

10日13:00〜21:00
11日10:00〜18:00

海・山・街からのおくりもの
（身近なものがこんなアートに）

10日13:00〜21:00
11日10:00〜18:00

33

ブログ・ホームページ

https://www.facebook.com/Sha.star.girl

自然に恵まれた鳥取のすばらしさを伝えるため物
づくりで繋がった仲間達とコラボレイト。ホービー
がアートに変化していく過程を感じてください。

http://www.wagasa.jp

28

多目的ホール

アトリエYuriの仲間たち

和傘工房 初音

10日13:00〜21:00
11日10:00〜18:00

生きる力をアートで表現！！
ハグハグ アート写真展

10日13:00〜21:00
11日10:00〜16:00

会場

http://blog.zige.jp/rospo/

〜生きる力を育むこと〜ｈｕｇｈｕｇはその願
いをアートにして表現しています。子ども達
の輝く笑顔は最高のアートです。

http://okumoto330.blog24.fc2.com/

27

多目的ホール

NPO法人親子支援hughug

こんな時代ですが温もりを感じ、思いを
伝えれるよう頑張ってます。器でつな
がりを感じてもらえれば幸いです。
10日13:00〜21:00
11日10:00〜18:00

よなご・ふるさと歴史散歩

37

鳥取県PRコーナー

10日 17：00〜17：45
11日 15：30〜16：15
ステージパフォーマンス
エリアB ※展示ブースあり

第３０回全国都市緑化とっとりフェア
「水と緑のオアシスとっとり２０１３」

ＰＲマスコットキャラクター

花とりピー

第６４回全国植樹祭
シンボルキャラクター

トッキーノ

サービス券
有効期間

17

お店によりご利用
条件が異なります。

とりアート

ワークショップ／展示

一 般 公 募による企 画 プログラムです。

◎名称・内容・日時・出演者は変更する場合がございます。予めご了承ください。 ◎出演を予定していた「Earth53」は都合により出演キャンセルとなりました。

NPO法人 喜八プロジェクト

切り取って、とりアート
西部地区の開催期間中に
フードエリア・移動販売車
各お店へご呈示ください。

36 プログラム

第６４回 全国植樹祭

財団法人
米子市教育文化事業団

第30回 全国都市緑化とっとりフェア
「水と緑のオアシスとっとり2013」

5月26日（日）にとっとり花回廊を主会 9月21日（土）〜11月10日（日）までの
場に開催されます。鳥取県においては、 51日間にわたり湖山池公園をメイン会場
48年ぶり2回目の開催となります。
として開催する、花と緑の祭典です。
満足感に充ちたリッチなアイテムたち…本物指向のあなたへ…

心 和 むときに 寄り添 い た い … 気 持 に 近 い 洋 服 た ち …

http://www.pref.tottori.lg.jp/shokuzyusai/

http://www.oasistottori.jp/

