公益財団法人ごうぎん鳥取文化振興財団
2019 年度 事業計画

１．教育、芸術文化、スポーツ活動への助成事業
（１）2019 年度助成事業
申請件数

84 件

助成件数

84 件

助成総額

7,010 千円

内訳
教育活動

8 件 助成総額

640 千円

芸術文化活動 60 件 助成総額 4,850 千円
スポーツ活動 16 件 助成総額 1,520 千円
助成件数

教育

芸術文化

スポーツ

助成額(千円）

新規

1

100

継続

2

140

復活

2

100

図書カード

3

300

小計

8

640

新規

12

1,200

継続

34

2,560

復活

14

1,090

小計

60

4,850

新規

3

310

継続

11

1,110

復活

2

100

小計
合計

16

1,520

84

7,010

（２）助成の募集･選考等
Ａ．2020 年度助成事業の募集 2019 年 12 月～2020 年 1 月
Ｂ．2020 年度助成事業の決定 2020 年 3 月
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2019 年度 ごうぎん鳥取文化振興財団 助成事業
*上段は、助成事業名、下段は助成事業を実施する団体名

教育活動
1 活発な活動をしている市町村等へ図書カード贈呈(3先）
実施予定日： 2019年12月

300 千円

実施予定場所： 未定

2 視覚に障害のある方へ録音テープを届ける為の朗読講座

20 千円

朗読ボランティア こだま会
実施予定日： 2019年7月16日ほか

実施予定場所： 明倫公民館(倉吉市）

3 CHERRYでアート！表現と発表の場を錦町につくろう！

80 千円

特定非営利活動法人 発達障がい児親の会CHERRY
実施予定日： ～2019年12月21日

実施予定場所： 米子市公会堂ほか

4 大伴家持を知る万葉講演会

40 千円

山上憶良の会
実施予定日： 2019年11月10日

実施予定場所： 社公民館

5 少年少女ロボットセミナー in 鳥取2019

100 千円

芝浦工業大学校友会鳥取支部
実施予定日： 2019年8月10日､11日

実施予定場所： とりぎん文化会館 展示室

6 創作や表現活動を軸にした皆生の子どもの居場所「ちいさいおうち」プロジェクト2019
子どもの人権広場
実施予定日： ～2020年3月31日

100 千円

実施予定場所： 皆生の子どもの居場所｢ちいさいおうち｣

小 計

640 千円

芸術文化活動
1 お堀端コンサート

20 千円

合唱団しかの
実施予定日： 2019年4月7日

実施予定場所： 鹿野往来交流館｢童里夢」

2 大人もいっしょに子ども劇場｢人はなんで生きるか」～トルストイ民話集より
インクルーシブダンスグループ 星のいり口
実施予定日： 2019年4月27日､28日

実施予定場所： とりぎん文化会館

3 岡野元房の美術展

70 千円

公益財団法人渡辺美術館
実施予定日： 2019年7月19日～8月18日

実施予定場所： 渡辺美術館

4 「万葉のふるさと国府」の民俗芸能の継承事業

80 千円

特定非営利活動法人万葉のふるさと国府創生会
実施予定日： 2019年12月21日

実施予定場所： 鳥取市国府町(宇倍神社参道ほか）

5 「童謡メンタルセラピー（MS)」実践開催

100 千円

国際音楽メンタルセラピスト協会
実施予定日： 未定

実施予定場所： 県内の文化センターほか

6 第18回境港妖怪ジャズフェスティバル2019

100 千円

みなと祭前夜祭企画実施本部
実施予定日： 2019年7月20日

実施予定場所： JR境港駅前駐車場

7 国指定重要無形民俗文化財 三朝のジンショ 大綱引き
三朝区陣所保存会
実施予定日： 2019年5月3日､4日

120 千円

実施予定場所： 三朝温泉街
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120 千円

8 第17回こーらす萌の会ファミリーコンサート

100 千円

こーらす萌の会
実施予定日： 2019年6月9日

実施予定場所： 鳥取市民会館

9 リチャード・クレイダーマン2019 with ストリングス・トリオ＆パーカッション
公益財団法人鳥取県文化振興財団
実施予定日： 2019年5月13日

実施予定場所： 米子市公会堂

10 倉吉おや子劇場 第208回例会「でべそ版 でんでんむしむし48」
倉吉おや子劇場
実施予定日： 2019年12月14日

白兎ウインドハーモニー

70 千円

実施予定場所： 鳥取市民会館

12 高校生チャレンジ事業2019（演劇）

120 千円

非営利活動法人明るい生活
実施予定日： 2019年8月4日

50 千円

実施予定場所： 倉吉未来中心

11 第20回しろうさぎコンサート～白兎ウインドハーモニー吹奏楽演奏会～
実施予定日： 2019年6月23日

150 千円

実施予定場所： 米子市文化ホール

13 平成31年度鷲見三郎顕彰事業 没後35周年記念 「米子ユースオーケストラ演奏会
－鷲見恵理子＆米子ユースオーケストラ－」

150 千円

一般財団法人米子市文化財団
実施予定日： 2020年3月22日

実施予定場所： 米子市文化ホール

14 鳥取ジュニアオーケストラ 第23回定期演奏会

80 千円

鳥取ジュニアオーケストラ
実施予定日： 2019年8月25日

実施予定場所： とりぎん文化会館

15 第27回山陰ギターコンクール

60 千円

山陰ギターコンクール実行委員会
実施予定日： 2019年5月3日､4日

実施予定場所： 米子市文化ホール

16 河本家住宅公開

40 千円

河本家保存会
実施予定日： 2019年4月29日～5月5日､9月22日～10月30日 実施予定場所： 河本家住宅（琴浦町）

17 第48回レインボージャズオーケストラ定期演奏会

100 千円

レインボージャズオーケストラ
実施予定日： 2019年11月30日

実施予定場所： 米子市公会堂

18 第37回アザレアのまち音楽祭2019

100 千円

アザレアのまち音楽祭実行委員会
実施予定日： 2019年5月12日～6月16日

実施予定場所： 倉吉未来中心ほか

19 米子こども劇場「はねるマレット うたうマリンバ」公演
米子こども劇場
実施予定日： 2019年10月5日

実施予定場所： 米子市児童文化センター

20 門脇大樹・中川直子デュオコンサート

100 千円

湯梨浜でクラシックを聴く会
実施予定日： 2019年6月14日､15日

実施予定場所： ハワイアロハホールほか

21 第18回日野町民ミュージカル

100 千円

日野町民ミュージカル実行委員会
実施予定日： 2019年11月10日

実施予定場所： 日野町文化センター

22 江尾十七夜

50 千円

江府町観光協会
実施予定日： 2019年8月16日､17日

50 千円

実施予定場所： 江府町江尾地内
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23 第7回境港文化のつどい

50 千円

境港市文化協会
実施予定日： 2019年10月26日､27日

実施予定場所： 境港市文化ホールほか

24 第26回ブラスフェスタｉｎ境港

50 千円

ブラスフェスタｉｎ境港実行委員会
実施予定日： 2019年11月16日

実施予定場所： 境港市文化ホール

25 明治大学創立者岸本辰雄顕彰
明治大学マンドリン倶楽部倉吉演奏会

100 千円

明治大学校友会倉吉地域支部
実施予定日： 2019年8月24日

実施予定場所： 倉吉未来中心

26 第43回鳥取県出版文化賞エッセー賞

80 千円

株式会社新日本海新聞社
実施予定日： ～2020年1月31日

実施予定場所：

27 第5回カウベルミュージックフェスティバル

70 千円

カウベルミュージックフェスティバル実行委員会
実施予定日： 2019年12月8日

実施予定場所： カウベルホール

28 桂南光独演会

70 千円

特定非営利活動法人花本美雄文化振興会
実施予定日： 2019年7月28日

実施予定場所： カウベルホール

29 もっと気軽にクラシック♪ワンコインコンサート プレミアム「弦楽四重奏」
ワンコインコンサート実行委員会
実施予定日： 2019年10月

実施予定場所： 日本基督教団鳥取教会

30 倉吉ユースクワイア“にじ” 第3回合唱公演

80 千円

倉吉ユースクワイア“にじ”
実施予定日： 2020年3月29日

実施予定場所： 倉吉未来中心

31 鳥取大学フィルハーモニー管弦楽団 第51回定期演奏会
鳥取大学フィルハーモニー管弦楽団
実施予定日： 2019年11月17日

100 千円

実施予定場所： とりぎん文化会館

32 第60回鳥取大学混声合唱団フィルコール定期演奏会
鳥取大学混声合唱団フィルコール
実施予定日： 2019年12月21日

80 千円

90 千円

実施予定場所： 鳥取市文化ホール

33 鳥取おやこ劇場 人形劇団プーク 「三びきのやぎのがらがらどん 併演 いつもちこくのおとこ
のこ」公演

50 千円

鳥取おやこ劇場
実施予定日： 2019年5月10日

実施予定場所： 鳥取市文化センター

34 0才からのジャズコンサート

70 千円

オフィスヨコタ
実施予定日： 2019年5月25日

実施予定場所： 淀江文化センター イベントホール

35 米子マンドリンオーケストラ第34回定期演奏会

80 千円

米子マンドリンオーケストラ
実施予定日： 2019年10月26日

実施予定場所： 米子市文化ホール

36 2019 The DANCE TUBE 11th

100 千円

ダンスTUBEプロジェクト「鳥取HAKKA」
実施予定日： 2019年10月27日

実施予定場所： ハワイアロハホール

37 鳥の劇場2019年度プログラム

100 千円

特定非営利活動法人鳥の劇場
実施予定日： ～2020年3月31日

実施予定場所： 鳥の劇場ほか
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38 打吹童子ばやし第28期演奏会

100 千円

打吹童子ばやし
実施予定日： 2020年3月14日

実施予定場所： 倉吉未来中心

39 ギターアンサンブル・アミーゴ 25周年記念コンサート
ギターアンサンブル・アミーゴ
実施予定日： 2019年11月30日

実施予定場所： 鳥取ルーテル教会

40 鳥取県シティバンドフェスティバル

40 千円

米子吹奏楽団オールディズ
実施予定日： 2019年9月29日

実施予定場所： 米子市公会堂

41 勝田町一番地寄合楽団春一番こんさーと其の参拾八
勝田町一番地寄合楽団
実施予定日： 2020年3月22日

100 千円

県民による第九公演実行委員会
実施予定場所： とりぎん文化会館

43 第33回鹿野ふるさとミュージカル鳥取公演

100 千円

鹿野町民音楽祭実行委員会
実施予定日： 2019年8月11日

実施予定場所： 鳥取市民会館

44 第18回クリスマス子どもミュージカル「クリスマスのおくりもの」
ミュージカル劇団Ｊｏｙ
実施予定日： 2019年12月14日

30 千円

木のおもちゃづくり
実施予定場所： 日野町図書館

46 法勝寺歌舞伎保存会 第9回定期公演

100 千円

法勝寺歌舞伎保存会
実施予定日： 2019年11月17日

100 千円

実施予定場所： 米子文化ホール

45 糸のこであそぼう！みんなで作ろう！木のおもちゃ
実施予定日： ～2019年12月22日

80 千円

実施予定場所： 米子市公会堂

42 県民による第九鳥取公演
実施予定日： 2019年12月22日

30 千円

実施予定場所： 南部町立西伯小学校

47 企画グループ HOURRA！×グループ SHOWによる演劇パフォーマンス「悪党｣｢楽屋｣｢浪人
踊り」

100 千円

三八市実行委員会
実施予定日： 2019年10月14日

実施予定場所： 多世代交流センターゆるりん館（湯梨浜町）

48 子どものためのジャズ体験ワークショップ

80 千円

鳥取JAZZ実行委員会
実施予定日： 2019年11月3日

実施予定場所： とりぎん文化会館ほか

49 二星美紀・諏訪部匡司ジョイントコンサート Vol.7 少年少女合唱団“心会”とともに
二星音楽教室
実施予定日： 2019年4月21日

実施予定場所： 境港市文化ホール

50 トットの鳥取アート探訪ツアー～五感で味わう鳥取のアート＆カルチャー
鳥取藝住実行委員会
実施予定日： ～2020年3月31日

アモーレ鳥取ボヌッチの会

70 千円

実施予定場所： 鳥取敬愛高等学校

52 徳岡・H・スーラン 宗廣真澄デュオリサイタル Vol.4

80 千円

デュオリサイタル実行委員会
実施予定日： 2019年7月6日

80 千円

実施予定場所： 阿弥陀堂（鳥取市）ほか

51 ボヌッチ音楽祭「童謡メンタルセラピーとチェロのくつろぎのひととき」
実施予定日： 2019年4月21日

100 千円

実施予定場所： 倉吉未来中心
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53 鳥取男声合唱団 第10回定期演奏会

80 千円

鳥取男声合唱団
実施予定日： 2019年10月13日

実施予定場所： とりぎん文化会館

54 第2回 日野路神社めぐり

40 千円

奥日野ガイド倶楽部
実施予定日： 2019年9月

実施予定場所： 日野町内

55 第6回若き音楽家のためのおさらい会＠米子

20 千円

おさらい会@米子実行委員会
実施予定日： 2019年8月31日､12月28日

実施予定場所： 米子コンベンションセンター

56 鳥取ホルンアンサンブル第11回演奏会

70 千円

鳥取ホルンアンサンブル
実施予定日： 2019年5月5日

実施予定場所： 米子コンベンションセンター

57 第5回いわみ傘踊りフェスタ

100 千円

いわみ傘踊りフェスタ実行委員会
実施予定日： 2019年10月27日

実施予定場所： いわみふるさと音楽堂(岩美町）

58 寺内智子&中原美幸 ソプラノジョイントコンサートVol.3

100 千円

EN+ER企画
実施予定日： 2019年9月23日

実施予定場所： 鳥取市文化ホール

59 第36回鳥取市民合唱団定期演奏会

100 千円

鳥取市民合唱団
実施予定日： 2019年7月7日

実施予定場所： 鳥取市民会館

60 ジン・マサフスキーのサイレント・コメディー・マジック part2「エンコントロ｣公演
境港親と子どもの劇場
実施予定日： 2020年3月1日

50 千円

実施予定場所： 境港市文化ホール

小 計

4,850 千円

スポーツ活動
1 第25回オールジャパンジュニアトライアスロンin伯耆
オールジャパンジュニアトライアスロンin伯耆実行委員会
実施予定日： 2019年8月18日

実施予定場所： 伯耆町総合スポーツ公園

2 第17回少年少女バレーボール教室＆交流バレーボール大会
NPO法人かほくスポーツクラブ
実施予定日： 2019年12月7日､8日

倉吉野球振興協議会

40 千円

鳥取市剣道連盟
実施予定場所： 鳥取市武道館

5 第19回打吹カップ タグ・ラグビー大会

20 千円

倉吉市ラグビー協会
実施予定日： 2020年3月22日

実施予定場所： 倉吉市営ラグビー場ほか

6 わかとり杯争奪車いすバスケットボール大会

70 千円

鳥取県車椅子バスケットボール協会
実施予定日： 2019年9月15日

40 千円

実施予定場所： 倉吉市営野球場ほか

4 第47回鳥取市剣道大会 吉川経家祭剣道大会
実施予定日： 2019年11月23日

80 千円

実施予定場所： 三朝町総合スポーツセンター

3 倉吉野球振興協議会野球教室（加藤伸一野球教室）
実施予定日： 2019年9月～12月

100 千円

実施予定場所： 淀江体育館
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7 大山エリア国際少年野球大会

120 千円

大山ハワイ青少年交流事業実行委員会
実施予定日： 2019年8月2日～8月4日

実施予定場所： 米子市民球場ほか

8 第41回櫻杯争奪相撲選手権大会

100 千円

一般社団法人倉吉青年会議所
実施予定日： 2019年4月21日

実施予定場所： 倉吉市営相撲広場

9 第13回里見忠義公･里見八賢士顕彰剣道大会

80 千円

倉吉市剣道連盟
実施予定日： 2019年8月25日

実施予定場所： 倉吉体育文化会館

10 第6回ゆりはま天女ウオーク

100 千円

ゆりはま天女ウオーク実行委員会
実施予定日： 2019年10月13日

実施予定場所： ハワイ夢広場

11 鳥取県スポーツ少年団主催事業

300 千円

鳥取県スポーツ少年団
実施予定日： ～2020年2月29日

実施予定場所： 鳥取県内各地

12 第5回鳥取県ダンススポーツ連盟普及競技会

50 千円

鳥取県ダンススポーツ連盟
実施予定日： 2020年3月1日

実施予定場所： 米子産業体育館

13 中海オープンウォータースイム2019

120 千円

中海オープンウォータースイム実行委員会
実施予定日： 2019年6月23日

実施予定場所： 米子湾ほか

14 第9回岩美キッズトライアスロン全国大会

150 千円

岩美キッズトライアスロン全国大会実行委員会
実施予定日： 2019年8月25日

実施予定場所： 浦富海岸(岩美町）

15 第4回中海･宍道湖全国小中学生交流レガッタ

70 千円

中海･宍道湖全国小中学生交流レガッタ実行委員会
実施予定日： 2019年9月7日､8日

実施予定場所： 錦海ボートコース（米子市）

16 BEACH SOCCER 鳥取砂丘チャンピオンズカップ2019

80 千円

鳥取・はだしサッカー推進会議
実施予定日： 2019年10月5日､6日

実施予定場所： 鳥取砂丘岩戸海岸

小 計
合 計
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1,520 千円
7,010 千円

