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あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

2月の休館日：3（月）、10（月）、17（月）、24（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

企画展「第10回 因州和紙あかり展」
　全国から公募した和紙のあかり作品を展示します。
と　き　2月1日（土）～ 3月23日（日）
ところ　あおや和紙工房 企画展示室
企画展入館料　一般 300円　小・中・高校生 150円

和紙加工体験「ゆらゆらおひなさま作り」
　因州和紙を使って、お子様も作れる簡単なおひな
さまを作ります。
と　き　2月9・16・23日・3月2日（日）
　　　　午前の部 10:30 ～　午後の部 13:30 ～
ところ　あおや和紙工房 工作コーナー
参加費　100円（材料代）　午前・午後各10名様
　　　　対象3歳児以上　（先着順）

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

2月の休館日：3（月）、10（月）、12（水）、17（月）、24（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

平成25年度鳥取市西部地域市民作品展
～さまざまな表現の世界～

　鳥取市西部地域（気高町・鹿野町・青谷町）に在住
または在勤で活躍中の作家を紹介する展覧会。貼り
絵や墨絵、デザイン画、油彩画などの絵画やグラス
アートやステンレスアート、染織などの工芸作品を
展示して、地元のアーティストたちによる表現の世
界を紹介します。
と　き　2月22日（土）～3月23日（日）　9:00 ～ 17:00
主　催　公益財団法人 鳥取市文化財団
　　　　鳥取市あおや郷土館
共　催　鳥取市教育委員会

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
　 0857-26-1780

2月の休館日：3（月）、10（月）、12（水）、17（月）、24（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

民俗展示室より
　因幡地方の麒麟獅子舞について紹介した展示に加
えて、歴史館の『万葉と神話の庭』の四季を写真で紹
介しています。万葉植物の世界をお楽しみ下さい。
と　き　２月４日（火）～ 16日（日）
ところ　因幡万葉歴史館　民俗展示室

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

2月の休館日：19（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

鉄道の世界へようこそ
　Ｎゲージの鉄道模型や智頭急行とのコラボなど！
と　き　2月8・9・11日（土・日・火祝）9:00～17:00 
　　　　（11日は16:00まで）　※要入館料

ボードゲームで探険！わらべ館
　いろいろなゲームをしながらわらべ館内を探険!?
と　き　2月16日（日）13:30 ～ 15:30
対　象　小学生（定員30名）申込み受付中   ※参加無料

おもちゃと遊びの企画展 さつまの手わざ－金助まり－
唐獅子や牡丹などめでたい柄を刺繍した伝統的な手まり
と　き　2月20日（木）～3月23日（日）9:00～17:00
ギャラリートーク　2月23日（日）14:00 ～ 14:30
※要入館料
童謡･唱歌企画展関連イベント

歌でめぐる童謡絵本コンサート
童謡絵本の絵を見ながら一緒に歌いましょう♪
と　き　2月22・23日（土・日）10:30 ～ ※要入館料

なつかしのわらべ倶楽部（冬編）
　思い出の童謡・唱歌や流行歌、レクリエーションを
と　き　2月27日（木）13:00 ～ 15:00
対　象　60歳以上　※参加無料、要申込み

・唱歌教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　毎週土曜日　15:00 ～
・おもちゃづくり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・
　1日以外の土・日9:00 ～ 17:00（最終受付16:00）
・楽しい紙芝居・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　2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（土）、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）
・うきうきタイム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　26日（水）15:00 ～ 15:30

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

2月の休館日：3（月）、10（月）、17日（月）、24（月）
入館料：無料　開館時間：10:00 〜 18:00

恵方占い「福を招いてステキな自分へ！」
　今年1年をよい年にして頂けるよう、今年も恵方占
いのイベントを開催いたします。あなたの恵方を、ひ
のえ智

 ち せい

聖さんと慧
けいりゅう

龍さんがズバリ！占います。鑑定料
は無料。時間制限がありますので、必ずお申込下さい。
と　き　2月2日（日）10:00 ～ 15:00
ところ　河原城3階フリースペース

ものづくり教室「勾
まがたま

玉を作ろう!!」
と　き　2月16日（日）10:00 ～12:00、13:00 ～15:00
ところ　河原城2階イベントホール
参加費　500円　 対象年齢　小学生～大人
定　員　各10人　※電話予約制、定員になり次第締切

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

2月の休館日：3（月）、10（月）、12（水）、17日（月）、18日（火）、24（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

第19回 星降る国の雪まつり
内　容　午前中は「かまくら作り」、午後は雪を使った

イベント（スノーシュー体験、人間カーリン
グなど）をおこないます。また、プラネタリ
ウム投影や星座カルタ大会、冬の星座展示な
ど星にちなんだイベントもおこないます。

と　き　2月2日（日）　10:30 ～ 15:00
参加費　高校生以上500円、
　　　　中学生以下200円
　　　　（100円の雪まつり買い物券付き）
※積雪量によっては内容が変更となる
　場合があります。
※防寒着、かまくらづくり用スコップ
　などをご持参ください。
※当日は17時で閉館し、夜間観望会
　（天体観察会）はおこないません。

期間展示「鳥取大学天文研究会活動展」
　鳥取大学で活躍する学生サークル「天文研究会」のメ
ンバーが撮影した天体写真などの展示をおこないます。
と　き　2月19日(水) ～ 3月16日（日）
参加費　入館料のみ
　　　　（高校生以上300円、中学生以下 無料）

青谷上寺地遺跡展示館 青谷町青谷 4064
 0857-85-0841

2月の休館日：3（月）、10（月）、12（水）、17（月）、24（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

【臨時休館のお知らせ】
　青谷上寺地遺跡展示館は常設展示室の展示替えの
ため臨時休館します。
期　間　2月19日(水) ～ 23日(日)

文化センター
（文化ホール・こども科学館）

吉方温泉三丁目701
 0857-27-5181

合唱フェスティバル「Amabile」
と　き　2月16日(日)　開場：13:30　開演：14:00
ところ　鳥取市文化ホール
入場料　500円（小学生以下は無料・未就学児の入場は不可）

無料託児サービスあり（要予約　2月6日（木）
申込締切）

内　容　ホールや練習室を利用する団体を中心に、市
内で活動する社会人コーラスや合団と、本財
団との協働による合唱祭を開催

鳥取市こども科学館「教室作品展」
と　き　3月1日(土) ～ 16日（日）9:00 ～ 17:00
ところ　鳥取市こども科学館 ３階 展示スペース
内　容　陶芸・絵画等教室作品及び教室写真パネルの展示

「第32回マジックショー」
と　き　3月2日（日）　開場：13:30　開演：14:00
ところ　鳥取市文化ホール　※参加無料
内　容　マジック教室受講生によるマジックの披露

鳥取市民会館 掛出町 12
 0857-24-9411

2月の休館日：18（火）

シルエット劇場
「やさしいライオン」「つのぶえのうた」「こぶたのマーチ」
と　き　2月25・26日（火・水）10:00 ～、13:00 ～
ところ　鳥取市民会館　大ホール
入場料　500円（3歳以下無料）

鳥取市福祉文化会館 西町二丁目 311
 0857-24-6777

日本人形展　若草会
と　き　2月21日（水）～ 23日（日）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

2月の休館日：3（月）、10（月）、12（水）、17日（月）、24（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

「歩兵第四十連隊の写真帳−レンズがとらえた鳥取の軍隊−」
2月9日(日)まで!!

■とっとり発掘物語展
　 ～出土品が語る地域の歴史～
主　催　鳥取県埋蔵文化財センター
と　き　2月15日（土）～
　　　　3月23日（日）
ところ　1階特別展示室
料　金　無料

■テーマ講座 ～テーマで知る鳥取～「時範記」
と　き　2月15日（土）　14:00 ～
ところ　地下研修室
※参加無料、予約不要、定員20名

因久山焼
と　き　3月1日（土）～ 31日（月）まで
※火曜日休館10:00 ～ 17:00（月・水・木・金は15:00まで）
入館料（上記期間中）
 一 般 900円
 高 校 生 500円
 障 が い 者 400円
 小・中 学 生 300円
問 渡辺美術館（覚寺堤下1-55-1）

 0857-24-1152

公益財団法人 渡辺美術館 

平成25年度収蔵品調査支援事業記念展

冠をかぶった人物　長さ8.1cm
(青谷横木遺跡出土)

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
　ジャンルを超えて人気の作品が一度に見られるコラ
ボ展がバージョンアップ！！絵てがみや写真、山野草の
ほか公民館活動の手作り作品など盛りだくさん。
と　き　2 月26日(水) ～ 3月2日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は15:00まで)
入場料　無料

ライブ（とある白兎の舞踏会主催）

と　き　2月23日（日）13:00 ～ 19:00
入場料　一般1000円　学生500円


