
令和３年度 米子市淀江文化センター事業報告書 

 

１ 管理業務の実施状況  

 

 
１ 施設管理の充実          

(1) 冷温水発生機の真空漏れ箇所を溶接処理により修繕した。また、調整室系統のビルマル

チエアコンから微量のフロンガスの漏れが続いていたが、こちらも溶接処理を施し修繕し

た。          

(2) 中庭や玄関前及び側溝の落ち葉をこまめに集め美観を損なわないようにし、楽屋やイベ

ントホール屋上については落ち葉や溜まった泥の除去を行った。 

(3) 自転車置場内の喫煙コーナーに太陽光で充電する防犯ライトを設置した。   

(4) 大ホールの下手袖壁タイルの一部が崩落したが、一部を立ち入り制限するなどして 

即座に対応した。その後米子市と協議し、壁面前面に崩落防止ネットを張る緊急工事を 

行った。 

(5) 文化庁「令和 2年度文化芸術振興費補助金（文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整

備事業）」を活用し、発熱検知付き顔認証端末 1台と加湿空気清浄機 12台を設置した。入

館時の体温測定をスムーズに行うとともに会議室やイベントホール及び楽屋に空気清浄機

を配置し、利用時の安全性を高めた。 

２ 利用者サービスの向上        

(1) 新年度より当財団が新たに指定管理者として指定を受けた米子市伯耆古代の丘公園及び

上淀白鳳の丘展示館とともに、新日本海新聞社との共催で「淀江歴史ウオーク＆キーワー

ドラリー」を開催。淀江地区の魅力を発信し 180人の参加があった。 

 (2) 従来は米子市淀江支所が土日閉庁のため当館利用者も駐車場が利用できていたが、6 月

から淀江支所がコロナワクチン接種会場となり利用できなくなったため、当館で行う大規

模イベントの際に車の誘導などを職員が行った。 

(3) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため急遽中止した「ファミリーコンサート」の日程 

を「開放舞台。2021」の追加開催日とし利用者の利便性を高めた。 

 (4) 米子市が受贈した石田整昭の絵画《働く》（1962年第 48回光風会展プールブ賞受賞作）

をホワイエに展示した。 

(5) 大ホール客席内の階段の一部で暗くなると踏面の見えにくかった部分に蓄光性のテープ

を貼り、暗がりでも踏面が分かるように改良した。   

(6) 大ホールの客席約 200席分のストッパーゴムを交換し、座り心地を改善した。 

(7) 玄関入口の点字ブロックをシート式のものに変え、視覚障がい者の方の利便性を向上さ 

せた。 



２ 事業の実施状況

事　業　名
開催・

実施期間
参加者数
（人）

内　　容

鑑賞事業

【新規】メイン事業

劇団あしぶえ
「セロ弾きのゴーシュ」米子公演

(共催：認定非営利活動法人あしぶえ)

12/26(日) -

松江市八雲村の森のシアターの専属劇団である
「劇団あしぶえ」が30年間上演している名作「セ
ロ弾きのゴーシュ」の公演を計画した。
　
入場料：一般1,800円、5才から高校生1,000円、親
子ペア2,500円(当日各500円増)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

星空コンサート

(連携：音の絵本制作委員会、よなご星
の会、さなめラララ♪すてーじ実行委
員会、米子市児童文化センター)

7/17(土) -

宮沢賢治原作の「よだかの星」を朗読・楽器と合
唱による生演奏で紹介し、公演後は屋外の天体観
察会を計画した。

入場料：一般500円、高校生以下300円、親子ペア
700円、膝上未就学児無料(当日各100円増)
会場：大ホール
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

4/10(土) 212

(共催：さなめラララ♪すてーじ実行委
員会)

ファミリーコンサート
～音楽のおもちゃ箱～

(連携：特定非営利活動法人こども未来
ネットワーク)

9/5(日) -

乳幼児から大人まで幅広く楽しめるコンサートを
地元の演奏家と企画し、１日２ステージ実施予
定。ホワイエ開催のNPO法人こども未来ネットワー
クによる「木のおもちゃ体験コーナー」や、米子
市立図書館による出張図書館コーナーなども予定
していた。
　
出演者：ロケットくれよん
入場料：子ども(0才～小学生)：500円、
中学生以上大人：1,000円(当日各200円増し)
会場：大ホール

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

【新規】
鳥取県内ツアーどこでも鳥の劇場
「どろぼうがっこう」

(共催:鳥の劇場運営委員会)

3/10(木) 205

鳥取市鹿野町で演劇活動をしている鳥の劇場が鳥
取県内全市町村で上演する「どろぼうがっこう」
を大ホールで開催。

出演者：鳥の劇場
会場：大ホール

さなめラララ♪すてーじ　桜奏

季節感を取り入れながら、地元で活躍しておられ
る音楽グループの発表の場を作るとともに、鑑賞
型のミニコンサート「桜奏(ハルカナデ)」を実施
した。

出演者：Cuore、小早川恵子、Saxeed、
t88musicHayakawa
入場料：大人500円　高校生以下300円(膝上未就学
児無料)
会場：大ホール



事　業　名
開催・

実施期間
参加者数
（人）

内　　容

鑑賞事業(続き)

4/1(木)～
3/31(木)

2,520 さなめ木彫会作品展示

5/1(土)～
5/11(火)

437
企画展「2020彼岸花の里俳句・フォト俳句作品
展」

4/6(火)
5/11(火)
6/8(火)
7/13(火)
8/10(火)
9/14(火)
10/12(火)
11/16(火)
12/14(火)
1/11(火)
2/8(火)
3/8(火)

501

ランチタイムレコード
平日の昼間にＬＰレコード鑑賞の機会を提供し
た。12月には蓄音機でＳＰレコードを聴き、1月に
はレクチャーを開講した。

会場：大ホール、イベントホール、ロビー

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8/10、
2/8中止

10/5(火)～
10/18(月)

886 巡回展「写真でふりかえる上淀廃寺の30年」

10/21(木)～
10/31(日)

954 押し花サークル撫風花展示

1/10(月・
祝)

57
さなめ寿劇場
其之五：新春寄席

3/3(木)～
3/15(火)

1,154 淀江の四季フォトコンテスト

3/15(火)～
3/31(木)

1,326
第2回彼岸花の里俳句・フォト俳句コンテスト応
募・受賞作品展

11/15(月) - 淀江ゆめ講演会

Feelおでかけ事業 未定 -

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

普段、ホールに出かける機会が少ない入院患者の
方や、デイサービス利用者を対象にアウトリーチ
を行う予定であった。

地域の人たちの作品展示の場としてロビーを提供し、地域活性化の一端を担っ
た。
また、気軽にレコードを鑑賞できる場や郷土芸能や落語を見る機会として「さ
なめ寿劇場」を実施した。

市民交流事業



事　業　名
開催・

実施期間
参加者数
（人）

内　　容

参加型事業

10/24(日) -

(連携:よどえ夢まつり実行委員会) ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

6/12(土) 54

(連携:上淀白鳳の丘展示館)

(3,000)

(連携：伯耆古代の丘彼岸花まつり実行
委員会)

10/30(土) 44

(連携：特定非営利活動法人こども未来
ネットワーク)

利用促進事業

開放舞台。2021

8/7(土)
8/9(月・祝)

9/4(土)
9/5(日)
9/11(土)
9/12(日)
11/27(土)
11/28(日)

153

ホールの利用促進に繋げるために、大ホールで反
響板とベーゼンドルファーピアノを低料金で利用
していただいた。

会場：大ホール舞台

教育普及事業

(連携:米子高専･米子市美術館) ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

米子市文化財団連携事業
米子市化財団カルチャー・
フェスティバル2021

「木の実を使ったリース作り」
(米子市淀江文化センター・米子市伯耆古代
の丘公園と合同）

「施設紹介展示＆クイズラリー」

11/6(土)

11/2(火）
～7(日）

フェス全体

(2,568)

(41)

(366)

当財団が管理・受託している各施設が特色のある
ワークショップを実施した。

会場:米子市立図書館及び米子市美術館前エントラ
ンス広場　創作・交流広場

会場:米子市立図書館2階市民ギャラリー

8,503 （　）の人数は除く

こども夢広場
よどえ夢まつり実行委員会と調整

会場：未定

主催事業参加者数合計（人）

8月中 -

【新規】
子どもの笑顔発見プロジェクト2021
歌子さんのコンサート
「ＢＵＭ！ＢＵＭ！スマイル」

コロナ禍での新しい形のコンサート。イベント
ホールでのライブとオンラインで子ども向けのコ
ンサートを実施した。

会場：イベントホール
入場料：大人1,000円、子ども（5歳から）500円

米子高専連携事業

夏休みこども体験教室

工作教室と科学教室を計画した。
(小学1年～6年生対象、保護者同伴)

会場：イベントホール

古墳時代の西伯耆と淀江
～古代よどえ王の実像を探る～

古墳時代の西伯耆と淀江～古代よどえ王の実像を
探る～と題し歴史講座を実施した。

会場：イベントホール

【新規】
上淀廃寺彩色仏教壁画発見30周年記念
伯耆古代の丘彼岸花まつり 9/23(木・

祝)～26(日)

彼岸花の咲く時期にあわせ、来場者に上淀廃寺の
紹介などを伯耆古代の丘彼岸花まつり実行委員会
と協力して開催した。今回は淀江傘の夜間ライト
アップ展示も実施した。

会場：上淀廃寺跡
入場料：無料



３ 施設の利用状況

開館日数 308日

108 0

5,848 965,014

合　　  計 - 885 24,781 5,246,484

前　広　場 5 5

4 11,880

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためキャンセル43件発
生

会 議 室 等 272 587 7,742 1,183,210
新型コロナウイルス感染拡大
防止のためキャンセル51件発
生

イベントホール 123 133

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためキャンセル2件発
生

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためキャンセル56件発
生

施 設 名
利用日数

(日)
利用件数

(件)
利用者数

(人)
利 用 料

(円)
備　考

大 ホ ー ル 130 154 11,079 3,086,380

楽　　　屋 6 6


