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因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780

6月の休館日：2（月）、9（月）、16（月）、23(月)、30(月)
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

庭木の手入れボランティアスタッフ  募集
　ボランティア活動で庭木の剪定をしていただく方
を広く募集します。初めての方も講師がついて丁寧
に指導しますので、無理なく剪定技術を習得するこ
とができます。ぜひ応募ください。
と　き　7月～平成27年3月の期間中8回予定
　　　　（すべて木曜日に実施予定）10:00 ～ 11:30
定　員　15人程度　  保　険　ボランティア保険加入
持参品　剪定ばさみなど　　連絡先　加藤　池本
　他にも、庭園の草取り、手話通訳、館内・国府町の
ガイドのボランティアをしてくださる方を募集してい
ます。詳しくは因幡万葉歴史館までお問い合わせくだ
さい。

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

6月の休館日：2（月）、9（月）、16（月）、23(月)、30(月)
入館料：無料  開館時間　10:00 〜 18:00（4 〜 9月：土曜日は19:00）

入館は、閉館時刻の30分前まで

河原城フォトコンテスト作品展
　第4回河原城フォトコンテストの作品展です。今年
のテーマは「鳥取自動車道周辺の景色」。思い思いの構
図やアングルでふるさと鳥取をPRしています。
と　き　6月1日（日）～ 7月13日（日) 
ところ　河原城2階イベントホール

生活便利エコ教室 和柄小物入れ作り
　メガネケースやコイン入れなど、お気に入りの和
柄でオリジナルの小物入れを作りましょう。
と　き　6月8日（日）13:30 ～ 15:30
ところ　河原城2階イベントホール　参加料　600円

生活便利エコ教室 風呂敷で上手に包む
　お使いの際や、お出かけ先で頂いたお土産などを、風呂
敷一枚できれいに包んで、女子力アップをめざしましょう。
と　き　6月29日（日）13:30 ～ 15:00
ところ　河原城2階イベントホール　参加料　500円

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

ハードロックレボリューション vol.70
　鳥取最強のロックライヴ、年代を超えたロックミュージ
シャンによるスピリットあふれるサウンドで盛り上げます。
と　き　6月22日(日）17:00 ～ 21:00
入場料　一般：1000円　(高校生以下：500円)

第4回絵てがってん
～ 7地区公民館「絵てがみ教室」合展～
岩倉、津ノ井、面影、若葉台、湖山、醇風、東郷の合同展
と　き　6月26日（木）～ 29日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は16:00まで）
入場料　無料

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

6月の休館日：2（月）、9（月）、16（月）、17（火）、23(月)、30(月)
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

20周年記念番組「ワンピース  プラネタリウム」
と　き　6月18日（水）スタート
　　　　平　　日　10:30～、14:00～、16:00～
　　　　土･日･祝　10:30～、12:30～、14:00～、16:00～
※団体貸切などで開始時刻が上記と変わる場合がありま

す。詳しくはホームページでご確認ください。
参加費　大人(高校生以上)600円
　　　　小人(小中学生)   200円（入館料と観望料として）
その他　6月15日(日)までは「天文台で星空旅行」を投影

20周年記念  103㎝望遠鏡に愛称をつけよう
募集期間　6月1日（日）～ 22日(日）
応募方法　募集チラシの応募用紙または官製ハガキに、

必要事項を記入して応募してください。
記入事項　①愛称名　②愛称の理由　③応募者氏名・

年齢・住所・電話番号
発表方法　7月26日(土)「20周年記念イベント」で発表
賞　　　　採用者１名（多数の場合は抽選）には、命名記

念証と記念品をプレゼント。応募者全員の中
から、抽選で５名の方に記念品をプレゼント。

そ の 他　愛称は１人１つまで

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

6月の休館日：2（月）、9（月）、16（月）、23(月)、30(月)
常設展入館無料　開館時間　9:00 〜 17:00

KAMI婚式にはがき作り
　結婚1年目はお世話になった人へお礼状を書く紙

かみこんしき

婚式
です。どなたでも参加できますので金粉・銀粉入りの
特別なハガキをすいてみませんか。
と　き　6月1日（日）～ 29日（日）
　　　　9:00～17:00（要予約・受け付けは15:30まで）
参加料　500円（材料代）　※ハガキ8枚分

因州和紙版画展ワークショップ  型染め作品作り
　版画の技法のひとつである型染めで、因州和紙に模
様を切り抜いた型紙を使い作品を作ります。
と　き　６月８日（日）13:30 ～ 15:00
ところ　多目的ホール　　定　員　10人（要予約）
参加料　500円（材料代）

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

6月の休館日はありません
入館料：一般500円、高校生以下無料

つくつく工房  アイロンビーズでつくってみよう
　カラフルなビーズを使っての作品づくり
と　き　6月7日（土）11:00 ～ 14:30（最終受付14:00）
※先着50個、要入館料、キット代150円
おもちゃと遊びの企画展
鳥取の郷土玩具  柳屋さんの愛らしきもの
　張り子や木工細工など多彩な世界を紹介します。
と　き　6月13日（金）～ 7月13日（日）※要入館料

永井幸次生誕140周年記念
永井幸次　音楽朗読劇とミニコンサート
　郷土の音楽家永井幸次の自伝をもとにした朗読劇。
永井の隠れた名曲も紹介。
出演：寺

てらうち

内智
とも こ 

子（ソプラノ）、西
にしおか

岡千
ち

秋
あき

（バリトン）、
　　　新

にっ た 

田恵
え り こ

理子（ピアノ）、西
にしおか

岡恵
けい

子
こ

（朗読）
制作協力：鳥の劇場　　 ※参加無料、申込み受付中
と　き　6月14日（土）14:00 ～ 15:15

さわやかDay楽団コンサート
　曲目「ふるさと」「旅愁」「ふるさとは今もかわらず」など
と　き　6月15日（日）13:30 ～　　　　 ※要入館料

唱歌「ふるさと」誕生100年記念コンサート
出演：小

 お ぐら

椋美
み か こ

香子（うた）、稲
いな げ 

毛麻
ま き

紀（ピアノ）、
　　　修立小学校6年生　　※参加無料、先着150人
と　き　6月18日（水）10:30 ～ 11:20

童謡・唱歌企画展  唱歌「ふるさと」100年の歩み
　発表当時の教科書や外国語版「ふるさと」などを展示
と　き　6月18日（水）～ 10月14日（火) ※要入館料

にじいろコンサート  笛は歌う（8）ラストコンサート
　いろいろな笛が登場。曲目は「夕焼け小焼け」「花は咲く」など
出演：鳥取リコーダー・コンソート
と　き　6月22日（日）14:00 ～ 15:00　 ※参加無料

・唱歌教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　毎週土曜日　15:00 ～ 15:30
・うきうきタイム〜 mini音楽会〜・・・・・・・・・・・・・
　4日（水）15:00 ～ 15:30
・おもちゃづくり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　7日（土）以外の土・日9:00 ～ 17:00（最終受付16:00）
・昔あそび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　7日（土）14:00 ～ 15:00
・わいわいボードゲーム・・・・・・・・・・・・・・・・
　11日（水）15:30 ～ 16:15
・おはなしとわらべうたあそび・・・・・・・・・・・・・・・・
　14日（土）・28日（土）11:00 ～ 11:40
・おもちゃの病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　22日（日）10:00 ～ 15:00（先着20件）

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

6月の休館日：2（月）、9（月）、16（月）、23(月)、30(月)
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

あおや文化まつり2014
　青谷町文化協議会に所属する団体及び個人による、
写真・絵画・書・七宝焼・和紙工芸・押花・史料の
作品を展示します。
と　き　6月8日（日）まで（最終日は16:30まで）
主　催　青谷町文化協議会

郷土のカメラマンによる写真展2014
　気高・鹿野・青谷地域在住の写真愛好家の方が撮影・
制作した四季の風景や人物などの写真作品を展示します。
と　き　6月14日（土）～ 7月6日（日）
主　催　公益財団法人 鳥取市文化財団
　　　　鳥取市あおや郷土館

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
 0857-26-3595

6月の休館日：2（月）、9（月）、16（月）、23(月)、30(月)
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

写真展「建物は語る ～鳥取県の洋風建築～」
　鳥取県に存在する近代洋風建築の写真を中心に、池
田家より鳥取市に寄贈されて70周年の仁風閣を含め他
の洋風建築写真を展示し、その建築された時代背景を
あわせて紹介します。
と　き　6月29日（日）まで　ところ　仁風閣2階陳列所

ガーデン和カフェ 仁風
と　き　6月15日(日)   11:00 ～ 16:00
ところ　宝扇庵 （仁風閣裏庭の茶室）
メニュー　抹茶一服 500円（菓子付）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

6月の休館日：2（月）、9（月）、16（月）、23(月)、30(月)
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

おばあちゃんの見た大正・昭和のとっとり
　　　-山本静子イラスト展-
　大正から昭和初期にかけての鳥取の風
景を描いたイラスト作品を展示します。
と　き　6月14日（土）～7月13日（日）
ところ　1階特別展示室　料金　無料

夜間開館
　ホタルの飛翔にあわせて夜間開館を行います。常設
展示室は閉室します。
と　き　6月14日（土）～ 22日（日）18:00 ～ 22:00
料　金　無料

夜間コンサート ポップス尺八コンサート
と　き　6月21日（土）19:00 ～  ところ　中央大階段
料　金　無料（予約不要）　　　  出　演　TERU功山

　※当月（8日以降）分と翌月（7日まで）分の情報を掲載
　しています。当月（7日まで）分は前月号をご覧ください。
■さざんか会館

　▷第26回民謡松弘美会発表会「民謡ふるさとめぐり」
　　6月8日（日）13:00 ～ 15:30

民謡  松弘美会（佐藤）  0857-22-1516
■中電ふれあいホール

　▷第73回彩展
　　6月13日（金）～ 18日（水）9:00 ～ 17:00

グループ彩（米澤）  0857-22-8721
■展示ホールとギャラリー文団協

　▷ちょっとふれあって 第35回文団協作品展
　　6月14日（土）～ 20日（金）9:00 ～ 17:00

鳥取市文化団体協議会（橋本）  0857-20-0515
■鳥取市文化ホール

　▷第39回　吟と舞発表大会
　　6月22日（日）12:30 ～ 16:30

神心流尚道館鳥取地区鳥取吟詠会（邨上）  0857-28-3297
■鳥取市民会館

　▷第15回しろうさぎコンサート
　　6月29日（日）14:00 ～ 15:30

白兎ウインドハーモニー（福田）  090-4807-2172
問い合わせ先　鳥取市文化団体協議会
  0857-20-0515（水・木・土・日曜日は除く）

　市 民 文 化 祭  6 月開催

 最終日（16:00 ）


