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あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

1月の休館日：1 〜 3（年始）、6（月）、14（火）、20・27（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

因州和紙新春書初め大会入賞作品展
　因州和紙フェア「第9回新春書初め大会」の入賞作品展。
と　き　1月12日（日）～ 1月19日（日）
ところ　企画展示室

ワークショップ「因州和紙で凧
たこ

を作って、凧
たこ

あげをしよう」
　青谷町の特産である因州和紙を使い、昔ながらのあそ
びである凧を作り、自由に絵や文字を描き凧あげを行う。
と　き　1月11・12日（土・日）13:00 ～ 14:30
ところ　日置ホール
参加費　500円　※定員各10人

鳥取書道代表十人展　青谷展
と　き　1月15日（水）～ 1月19日（日）
入館料　一般100円、小・中・高校生50円

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

1月の休館日：1 〜 3（年始）、6（月）、14（火）、20・27（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

企画展「歩兵第四十連隊の写真帳−レンズ
がとらえた鳥取の軍隊−」
　御用商店に遺された鳥取の「郷土部隊」の写真から
軍隊の実状に迫ります！
と　き　2月9日（日）まで
ところ　1階特別展示室
料　金　一般500円（常設展示含む）

【関連イベント】
■ 講座「昭和の戦争を読む」
　当館が所蔵する昭和の戦争期
の歴史資料を3回連続講座で紹
介します。
と　き　1月19日（日）・26日（日）・
　　　　2月2日（日）
　　　　10:30 ～
ところ　地下研修室
定　員　20人（参加無料・要事前予約）
■ ギャラリートーク
と　き　1月12日（日）　14:00 ～
ところ　1階特別展示室　※要入館料、予約不要

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

1月の休館日：1 〜 3（年始）

田舎料理教室 ～パレット出張版～
　気取らず飾らず、地元食材を使って作る次世代に残
したいやさしい料理。
と　き　1 月16・17・18日(木・金・土)
　　　　各日10:00 ～ 13:00
定　員　各日15人　※要申込み（先着順）
参加費　1000円　

森の贅沢ジビエフェア ～ありがとうイベント～
　対象店舗のスタンプを集めて、抽選会・交流会。
と　き　1月29日（水）10:30 ～ 12:30
入場料　無料

　
※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。
■鳥取市文化ホール

　 ▽第15回キラキラ☆コンサート
　　1月26日（日）14:00 ～ 16:00

キラキラ楽団（濱谷）  080-3887-1603

　市 民 文 化 祭  1 月開催

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

1月の休館日：1 〜 3（年始）、6（月）、14（火）、20・27（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

～気高・鹿野・青谷の子どもたちによる～
第9回鳥取市児童生徒交流絵画展
　気高・鹿野・青谷町の小中学生と、青谷高
校美術部の生徒が制作した美術作品を展示。
と　き　1月11日（土）～2月11日（火祝）

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
　 0857-26-1780

1月の休館日：1 〜 3（年始）、6（月）、14（火）、20・27（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

第20回 旧正月万葉茶会
　万葉集最後の歌が詠まれた旧正月に、大伴家持の歌
が書かれた茶碗で抹茶をふるまい、旧正月を祝います。
と　き　1月26日（日）13:00 ～ 16:00
ところ　因幡万葉歴史館 エントランスホール
参加費　300円(抹茶代) ※茶会のみ参加の場合は入館料不要
■短歌づくり講座
と　き　1月26日（日）14:30 ～ 15:30
ところ　因幡万葉歴史館 天平ろまんホール
講　師　北

き た お

尾 勲
いさお

さん（鳥取県歌人会 会長） ※予約不要
■万葉書き初め展
　国府町内書道教室の小・中学生対象の作品を展示。
と　き　1月26日（日）～ 2月10日（月）
ところ　因幡万葉歴史館 エントランスホール
■鳥取書道代表十人展
と　き　1月24日（金）～ 31日（金）

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

1月の休館日：1（水祝）、15（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

わいわいボードゲーム
　年の初めはいろいろなゲームで遊ぼう！
と　き　1月2・3日（木・金）11:00～12:00　※参加無料

唱歌教室
　歌い初めに季節のうたや懐かしの唱歌はいかが♪
と　き　1月2 ～ 5日（木～日）①13:30 ～②15:00 ～
　　　　1月11・18・25日（土）15:00 ～　※要入館料

おもちゃワールド デコスイーツ体験
　本物そっくりのデコスイーツをつくっちゃおう！
と　き　1月13日（月祝）10:00～17:00（最終受付16:30）
参加費　300円（キット代1個分）　※要入館料

童謡・唱歌企画展「挿絵・表紙絵・童謡絵本−曲を彩る絵の世界−」
　楽譜や歌詞集に描かれたさまざまな絵の世界を紹介♪
と　き　1月16日（木）～ 3月18日(火)9:00 ～ 17:00
※要入館料

カプリス弦楽四重奏団コンサート
　親子で楽しむコンサート。楽器体験コーナーも♪
と　き　1月25日（土）①13:00～②15:00～　※要入館料

・おもちゃワールド（冬編）・・・・・・・・・・・・・・・・
　2 ～ 19日9:00 ～ 17:00
・おもちゃづくり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・
　2 ～ 6日、その他の土・日9:00 ～ 17:00（最終受付16:00）
・楽しい紙芝居・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　5・12日（日）、21日（火）11:00 ～ 11:30
・わいわいボードゲーム・・・・・・・・・・・・・・・・
　22日（水）15:30 ～ 16:15
・おはなしとわらべうたあそび・・・・・・・・・・・・・
　11・25日（土）11:00 ～ 11:40
・おもちゃの病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　26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

1月の休館日：2 〜 3（年始）、6（月）、14日（火）、20・27（月）
入館料：無料　開館時間：10:00 〜 18:00

元旦・初日の出は河原城で!!
　新年の初日の出を河原城で家族や友達と一緒にお迎
えしましょう。展望台からの御来光を拝み、一年の健
康と幸福を祈りましょう！
※6:30～先着100名にぜんざいの無料配布を行います。
と　き　1月1日（水祝）6:30 ～ 12:00
ところ　お城山展望台　河原城

吉祥・水墨画展
　公民館サークル「水墨画教室」の皆さんの作品を展示。
と　き　1月1日（水祝）～ 2月23日（日）
ところ　河原城2階イベントホール

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

1月の休館日：1 〜 3（年始）、6（月）、14（火）、20（月）、21（火）、27（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

第20回 鳥取市さじアストロパーク星景写真コンテスト
作品募集中！　詳しくは12月号をご覧ください。

プラネタリウム「今夜の星空生解説」・2014年 天文現象ベスト3
　４人の専門職員が最近の星空の見どころなどを紹介。
と　き　1月7日(火) ～ 3月9日(日)
　　　　平　　日　10:30 ～、14:00 ～、16:00
　　　　土日祝日　10:30 ～、12:30 ～、14:00 ～、16:00
※団体貸切やイベントなどで開始時刻が変わる場合が
　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　高校生以上600円、小・中学生200円（入館料含む）

天体観察会（夜間観望会）
　103cm望遠鏡を使った星空観察会。　※晴天時のみ
と　き　【星の集まり・すばるを見よう】
　　　　　1月5日(日)
　　　　【でこぼこの月を見よう】
　　　　　1月7日(火) ～ 16日(木)　※休館日を除く
　　　　　※火～金曜にデジカメ持参で撮影体験可
　　　　【見ごろが始まった木星を見よう】
　　　　　1月17日(金) ～ 2月1日(土)
　　　　時間：いずれも19:30 ～ 1回のみ
※団体貸切やイベントなどで開始時刻が変わる場合が
　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　高校生以上600円、小・中学生200円（入館料含む）

期間展示「彗
すいせい

星
～太陽系のふしぎな天体～」
　昨年11月末に太陽へ大接近し、消
滅してしまった「アイソンすい星」。
そんな、不思議なすい星とはどういう
天体かについて、詳しく紹介します。
と　き　～ 2月16日(日)
参加費　入館料のみ

鳥取市委託事業

平成25年度芸術の出前講座 児童作品展
　この事業は、鳥取市文化団体協議会会員が講師
となり、市内の各小学校に出向いて、児童に本物
の芸術を体験してもらい、その成果を発表するも
のです。
と　　き　1月16日（木）まで　9:00 ～ 17:00
と こ ろ　鳥取市文化センター 展示ホール
展示作品　書道・和紙ちぎり絵・切り絵・デザイン・

シルク版画・出前講座の様子ほか
出 品 者　面影小学校 6年生児童
　　　　　賀露小学校 5・6年生児童
　　　　　日進小学校 4・5・6年生児童
　　　　　浜村小学校 3・4年生児童
入 館 料　無料

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）

市民のみなさんの自主的
な活動をご紹介します。

※3月号に掲載を希望される人は、必要事項を記入し、1月15日（水）
までに、ハガキ、ファクシミリ（  0857-20-3056）または電子メー
ル（  shihou@city.tottori.lg.jp)で秘書課広報室まで。

紙面の都合により掲載できない場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

日独交流演奏会～ヒンデミット没後50年を記念して～
時：1月20日（月）18:00開場、18:30開演／所：鳥取市民文化
ホール／容：ドイツハーナウ市から音楽監督クリスティアン・マ
ウゼ氏を迎えての室内楽コンサート。E.バッハ、G.P.ヘンデル、
P.ヒンデミット他／料:入場無料（要整理券）／連:室内楽団
ISARIBI  080-4262-8248  info.isaribi@gmail.com

兵舎の窓から笑顔の兵士たち


