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あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

3月の休館日：3（月）、10（月）、17（月）、24（月）、31（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

「鳥取市西部地域市民作品展」3月23日(日)まで!!

常設展示のご案内
　現在、鳥取市は山陰海岸ジオパークの世界認定エ
リアを、青谷海岸や勝部・日置地域などを含む同市
西端まで拡大しようと取り組んでいます。あおや郷
土館では、ジオパークについての基礎的な解説から、
拡大を目指しているエリアのジオスポットについて
紹介するパネルを展示しています。また、夏泊の「海
女漁」や青谷の海岸の「鳴り砂」についても展示してい
ます。あわせてご覧ください。
ところ　あおや郷土館ロビー・第１展示室

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
　 0857-26-1780

3月の休館日：3（月）、10（月）、17（月）、24（月）、31（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

万葉美養塾
「季節のヨーガ～弥生編～ (プチ薬膳付き)」
と　き　３月22日(土)　10：00 ～ 11：00　
ところ　因幡万葉歴史館　
講　師　田中真奈美さん(健康運動指導士・栄養士)　
参加費　300円(薬膳つき)　定員　20名
※要申込・先着順

カルチャー教室生徒作品展
と　き　３月１日(土) ～３月30日(日)
ところ　因幡万葉歴史館　民俗展示室　
観覧料　無料（常設展示は別途）

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

3月の休館日：19（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

ひなまつりコンサート
　～わらべによる春の調べ～
出　演　箏・てまり会 他
曲　目　「春の歌」「つむぎ唄」他
と　き　３月２日（日）14:00 ～　※要入館料

おもちゃと遊びの企画展
 「さつまの手わざ －金

きんすけ

助まり－」
　　　　　　　　ギャラリートーク

②「金助まりを作るには」
③「金助まりのこれから」

（①は2月に終了しました）
と　き　3月9・23日（日）
　　　　14:00 ～14:30 　※要入館料
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創立15周年記念コンサート
　女性コーラスによる「赤とんぼ」「小さな木の実」他
指揮：下

しも だ 
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と　き　3月30日（日）14:00 ～ 15:00　※参加無料

・唱歌教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　毎週土曜日　15:00 ～
・おもちゃづくり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・
　2 ～ 16日までの土・日、21日～ 4月6日  9:00 ～ 17:00
  （最終受付16:00）
・楽しい紙芝居・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　2・9日（日）、18日（火）11:00 ～ 11:30
・昔あそび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　1日（土）14:00 ～
・わいわいボードゲーム・・・・・・・・・・・・・・・・
　12日（水）15:30 ～ 16:15
・おはなしとわらべうたあそび・・・・・・・・・・・・・
　8日・22日（土）11:00 ～ 11:40
・おもちゃの病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　23日（日）10:00 ～ 15:00（先着20件）

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

3月の休館日：3（月）、10（月）、17日（月）、24（月）、31（月）
入館料：無料　開館時間：10:00 〜 18:00

中尾和則写真展  世界遺産の旅・アジア編
と　き　3月1日（土）～ 30日（日）
ところ　河原城2階イベントホール
冒険家・中尾和則さんの写真展です。今回は世界
遺産の風景です。ぜひご覧ください。
古代シリーズ第2弾

「みんなでドキドキ！土器とハニワをつくろう」
と　き　3月16・23日（日）13:30 ～15:30
ところ　河原城2階イベントホール　定員　各10人　
参加費　500円　　対象　小学生以上　※要予約
みんなで楽しく、土器とハニワを作りましょう！

「春の大茶会」戦国コスプレとクイズ参加者募集
と　き　5月18日(日)  10:00 ～ 15:00の1コーナー
ところ　河原城イベント広場
※参加費等、詳細は河原城にお問合せください。

青谷上寺地遺跡展示館 青谷町青谷 4064
 0857-85-0841

3月の休館日：3（月）、10（月）、17（月）、24（月）、31（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

つくってみよう！手形や足形
　青谷上寺地遺跡からは弥生人の足跡が見つかってい
ます。それにならい、粘土で手形か足形をとります。
一生の記念になります。
と　き　3月  5日（水）　10:00 ～、13:30 ～
　　　　3月16日（日）　10:00 ～、13:30 ～
ところ　青谷上寺地遺跡展示館ロビー
対　象　小学生以下　　参加費　無料　
定　員　各回13名　※要申込み、先着順

ギャラリートーク
　常設展示の資料の入れ替えにともない、ギャラリー
トークを開催します。
と　き　3月12日（水）・15日（土）　14:00 ～
ところ　青谷上寺地遺跡展示館常設展示室
参加費　無料　定員　各回20名　※要申込み、先着順

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

3月の休館日：3（月）、10（月）、17日（月）、18日（火）、24（月）、31（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

プラネタリウム「今夜の星空生解説」
オリジナル番組「天文台で星空旅行」
内　容　４人の専門職員がそれぞれの個性と工夫をこ

らし、最近の星空の見どころなどをわかりや
すくご紹介します。後半は、鳥取市さじアス
トロパーク初のデジタルオリジナル番組「天
文台で星空旅行」。番組内でさじアストロパー
クにある103cm大型望遠鏡での星空観察会
に参加ましょ う。観察を通して、それぞれ
の天体の距離や成り立ちなどを学び、神秘的
な宇宙の姿に思いをはせましょう！

と　き　3月11日(火) ～ 6月15日(日)
開始時刻　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。
料　金　大人（高校生以上）600円、小人（小中学生）

200円（入館料と観覧料として）
その他　3月9日(日)までは「今夜の星空生解説」と

「2014年天文現象ベスト3」を投影します。

第20回 鳥取市さじアストロパーク
星景写真コンテスト入賞作品展
　鳥取市さじアストロパーク星景写真コンテストで見
事入賞を果たした、すばらしい作品を展示します。風
景と星が一緒に写った、幻想的で美しい写真をお楽し
みください。
と　き　３月19日(水) ～５月18日(日)
参加費　入館料のみ
　　　　（高校生以上300円、中学生以下 無料）
その他　３月16日(日)までは「鳥取大学天文研究会活

動展」をおこなっています。

鳥取市民会館 掛出町 12
 0857-24-9411

3月の休館日：18（火）

林家正蔵・三平兄弟落語会
　「昭和の爆笑王」と称された二人の父・先代三平から受
け継いだ話芸をお楽しみください。
と　き　3月21日（金・祝）
　　　　14:30 ～（開場  14:00）
ところ　鳥取市民会館 大ホール
入場料　全席自由 3,500円
　　　　（当日 500円増）
　　　　※未就学児の入場不可
出　演　林家正蔵・林家三平ほか

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

「春のスペシャルコラボ展」3月2日（日）まで開催

米子生追い出しコンサート
内　容　鳥取大学フォークソング部によるライブイベント。
と　き　3月5日(水)　11:30 ～ 18:00　※入場無料

MIQコンサート(山本外科内科主催)
内　容　春を迎える楽しい歌声を山本外科内科がお贈りします。
と　き　3月12日(水)　14:00 ～ 15:00　※入場無料

コモド学習発表会
内　容　幼児・幼稚園児・小学生がコモド教室の学習

の成果を発表します。
と　き　3月21日(金・祝) 10:00 ～ 11:30  ※入場無料

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
 0857-26-3595

3月の休館日：3（月）、10（月）、17（月）、24（月）、31（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

第８回 鳥取聾学校写真部 写真展　　　
　　「 春の訪れ 」  ～用瀬町の流しびな～ 
と　き　3月15日（土） ～ ４月13日（日）　
ところ　仁風閣　２階　陳列所

ガーデン和カフェ 仁風
　今年も春の訪れと共に再開、お気軽にどうぞ。
と　き　3月16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）

城下町とっとり交流館  高砂屋 元大工町 1
 0857-29-9024

3月の休館日：3（月）、10（月）、17（月）、24（月）、31（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

高砂屋歳時「ひなまつり」　3月5日（水）まで
寄贈と近隣の方々からお借りした昔のお雛様を展示
　関連イベント　ゆかいなマジックショー
　と　き　3月2日（日） 14：00 ～

鳥取和牛の味噌煮込みカレー　800円
（コーヒー・ジュース または みつ豆付）

時　間　11:30 ～ 13:30　毎日限定12食

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

3月の休館日：3（月）、10（月）、17（月）、24（月）、31（月）
常設展入館無料（企画展観覧料別途要）  開館時間  9:00〜17:00

企画展「第10回 因州和紙あかり展」3月23日(日)まで!!

　※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。
■とりぎん文化会館梨花ホール

　 ▽鳥取市少年少女合唱団第34回定期演奏会
　　3月22日（土）14:00 ～ 16:00

鳥取市少年少女合唱団（懸樋）  0857-30-1234
■鳥取市文化センター展示ホール

　 ▽第60回つばき展
　　4月5日（土）～ 6日（日）　9:00 ～ 17:00
　　　　　　　　　　　　　　（最終日 15:00まで）
　　鳥取椿の会（池本）  0857-23-7955
問い合わせ先　鳥取市文化団体協議会
  0857-20-0515（木・土・日曜日は除く）

　市 民 文 化 祭  3 月開催

イギリスの陶芸
家バーナード・
リーチさんがア
ドバイスした美
味しいカレー


