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鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

5月の休館日：7（水）、12（月）、19（月）、26(月)
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

★5月18日は国際博物館の日につき入館無料
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泉の画業-」
　鳥取県立博物館との連携事業。鳥取出身の日本画家、
八百谷冷泉が、昭和20年から10年間、国府町長通寺
に滞在し遺した襖絵、屏風を一挙公開する展覧会です。
と　き　5月10日(土) 〜 6月8日(日）
ところ　1階特別展示室
料　金　一般：500円(常設展示を含む)
　　　　小・中・高校生・65歳以上無料

やまびこクイズ・オリエンテーリング
　マップを手がかりに、やまびこ館と樗谿公園のどこ
かにかくされたクイズに答えよう！上位入賞者には、
素敵なプレゼントが!?
と　き　5月17日（土）10:00 〜 12:00
ところ　鳥取市歴史博物館・樗谿公園
※参加無料、要予約、定員30名、少雨決行

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

5月の休館日：7（水）、12（月）、19（月）、26(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

日本赤十字社事業資金チャリティー  河原城 春の大茶会
　春の大茶会は1995年に発生した「阪神・淡路大震災」
の支援を目的に始まった事業で、今年で19回目を迎
えます。今年の募金活動も昨年に引き続き、「東日本
大震災」で被災された方たちへ義援金としてお役立て
頂きたいと思います。
と　き　5月17日(土) 裏千家東交会
　　　　　　18日(日) 鳥取大学茶道部・鳥取環境大学無国籍茶道部
　　　　10:00 〜 15:00　一服300円
ところ　河原城イベント広場
◇ステージイベント◇

鉄砲隊演武や鳥取西高校なぎなた部演武、八頭高校書道パ
フォーマンス、クイズ合戦、戦国コスプレ大会、バザーなど

開館20周年記念企画『甲
かっちゅう

冑大試着会』
　戦国武将の甲冑の試着会を行います。お城をバッ
クに甲冑を着れば、気分はすっかり戦国武将!?
※東日本大震災に募金協力をお願いします。
と　き　5月3日（土）〜 5月6日（火）10:00 〜 15:00
ところ　河原城2階イベントホール

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

ウクレレとヘルマンハープのコンサート
と　き　5月24日（土）12:30 〜　※入場無料

因幡ミュージックジャンボリー 2014
と　き　5月25日（日）17:00 〜 20:30
入場料　一般 1000円（1ドリンク付）　高校生以下 500円（ドリンク無）

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780

5月の休館日：7（水）、12（月）、19（月）、26(月)
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

展覧会　山陰海岸ジオパーク GEO扇ノ山 関連事業
探訪！ジオサイト
　因幡万葉歴史館から青谷まで、山陰海岸ジオパー
クエリアをめぐるバスの旅。
と　き　5月11日（日）9:00 〜 17:00
ところ　集合：9:00　鳥取駅南フコク生命ビル前
参加費　1,500円（昼食（国府町扇の里のお弁当）代含む）
定　員　25人　※要予約
※小雨決行　※動きやすい服装でお越しください。
展覧会会期　6月1日（日）まで　　観覧料　無料
5/3 〜 5/6には期間限定、里山の恵みたっぷりの展覧会
特別「扇の里」昼食（有料/限定20食）もあります！

まんれき！クイズラリー
　万葉集や古代の歴史についてのクイズを楽しもう！
と　き　5月3日（土）〜 5月6日（火）
参加料　無料　※参加自由

万葉の庭散策講座
　万葉植物を使ったしおりやストラップを作ってみよう！
と　き　5月3日（土）10:00 〜 12:00
 ※参加自由　※材料がなくなり次第終了
参加料　500円　※一般常設展示入館の方 200円

万葉人に変身！まが玉づくり＆万葉衣装体験
　まが玉を作った後、万葉衣装に身をつつみ、記念
写真を撮ります。
と　き　4月26日（土）〜 5月6日（火）
参加料　500円　※ 参加自由

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

5月の休館日：7（水）、8（木）、12（月）、19（月）、20（火）、26（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

宇宙ふしぎ探検「見納めの木星を観察しよう」
と　き　5月3日(土) 〜 5日(月)
　　　　19:00 〜、20:00 〜、21:00 〜

　　　☆春の星座の探し方を紹介（会議室）　15分
　　　☆103㎝望遠鏡での木星観察 　　　　 35分
　　　☆目で見た星空の紹介（外の広場）　   10分

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）
定　員　各回40人（ 宿泊以外の方は事前予約ができ

ません。来館順にチケット発券をします）
その他　雨天曇天の場合、会議室で紹介をした後、木星

のお話などを引き続き会議室でおこないます。
※連休で混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越

しください。

青谷上寺地遺跡展示館 青谷町青谷 4064
 0857-85-0841

5月の休館日：7（水）、12（月）、19（月）、26(月)
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

ガラスで勾玉つくってみよう
　弥生の遺跡から出土しているガラスの勾玉をつくります。
と　き　5月3日（土）13:00 〜 16:30
対　象　小学4年生以上　　定　員　10人（先着順）
参加費　一般  500円、高校生以下無料　
※雨天・強風中止（中止の場合は朝ご連絡いたします）

ガラス玉づくり
　青谷上寺地遺跡からも出土しているガラス玉をつくります。
と　き　5月4日（日）10:00 〜、11:00 〜、13:30 〜、14:30 〜
対　象　小学生以上　　定　員　各回10人（先着順）
参加費　一般500円、高校生以下無料
※雨天・強風中止（中止の場合は朝ご連絡いたします）
※どちらのイベントも汚れても良い服装でご参加ください。

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
 0857-26-3595

5月の休館日：7（水）・12（月）・19（月）・26（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

GWライトアップ
と　き　5月3日（土）〜 5日（月）まで
　　　　夕刻  日没約15分後から、21:00まで　

ガーデン和カフェ 仁風
と　き　5月18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）

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

5月の休館日：12（月）、19（月）、26(月)
常設展入館無料　開館時間　9:00 〜 17:00

ジオパークエリア拡大パネル展「日置の和紙と人々の暮らし」5月6日（火)まで

因州和紙版画展Ⅶ
　鳥取県内外の版画作家による、因州和紙等を使用し
た作品展を開催しています。
と　き　〜 6月22日（日）　ところ　企画展示室　
観覧料　一般 200円、小中高校生 100円

工作体験　こいのぼり作り
　木と和紙を使ってこいのぼりを作ります。
と　き　5月1日（木）〜 5日（月）
　　　　10:30 〜　13:30 〜（所要時間約1時間）
定　員　午前・午後　各5名（要予約）
参加料　200円（材料代）
ところ　あおや和紙工房　創作コーナー

　※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。
■福祉文化会館

　 ▽班入り植物と野生ラン展
　　5月10日（土）〜 11日（日）9:00 〜 16:00

いなば草友会（坂口）  0857-53-0691

　 ▽第47回 春の山草展
　　5月10日（土）〜 11日（日）9:00 〜 17:00

鳥取山草同好会（佐々木）  0857-27-1084
■ギャラリーあんどう

　 ▽第5回ラコンテ作品展
　　5月15日（木）〜 19日（月）10:00 〜 18:00

ラコンテ（山本）  0858-72-0789
■とりぎん文化会館梨花ホール

　 ▽鳥取女声合唱団40周年記念演奏会
　　5月25日（日）14:00 〜 16:00

鳥取女声合唱団（近藤）  0857-53-2225
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  5 月開催

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

5月の休館日：21（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

おもちゃづくり体験（通常編・ＧＷ編）
　新しいオリジナルキットも登場！楽しい木工作に
挑戦しよう
と　き　開催中〜５月６日（火振）、その他の土・日
　　　　9:00 〜 17:00（最終受付16:00）
※要入館料・キット代

紙芝居劇場
　昔なつかしの自転車に乗って紙芝居が登場！
と　き　5月3日（土祝）〜 6日（火振）
　　　　 ①10:30　②12:00　③13:30　④15:30
※参加無料

キャンディ＆クッキーのバルーンショー
　いろんなバルーンがお花や動物に大変身！バルー
ン教室も開催　　　　　　　　　　　　   ※要入館料
と　き　5月3日（土祝）①13:00 〜　②15:00 〜

めざせ！けん玉名人
　日本けん玉協会の名人による実演と教室、級位認定会も開催
※要入館料
と　き　5月4日（日祝）14:00 〜 15:30
　　　　　　5日（月祝） ①11:00 〜 12:00  ②14:00 〜 15:30
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　和風ユニットによる童謡･唱歌メドレー
やオリジナル曲の演奏　　　 ※要入館料
と　き　5月11日（日）
　　　　①親子向け13:00 〜　②大人向け15:00 〜

「国際博物館の日」記念 
うごく！からくりたち
　からくり玩具の実演と解説 ※参加無料
と　き　5月18日（日）11:00 〜 11:45

・唱歌教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　毎週土曜日　15:00 〜 15:30
・ゲーム体験　いざ！旗源平！・・・・・・・・・・・・・

　10日（土）14:00 〜 15:00
・楽しい紙芝居・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　11日（日）・20日（火）11:00 〜 11:30（20日は乳幼児向き）
・わいわいボードゲーム・・・・・・・・・・・・・・・・

　14日（水）15:30 〜 16:15
・おはなしとわらべうたあそび・・・・・・・・・・・・・・・・

　10日（土）・24日（土）11:00 〜 11:40
・おもちゃの病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　25日（日）10:00 〜 15:00（先着20件）

 最終日（17:00 ）


