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さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

7月の休館日：7（月）、14（月）、15（火）、22（火）、28（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

20周年記念講演 ハワイ観測所からの生中継・
　　　　　　シンポジウム
と　き　7月26日（土）13:00 〜 16:00
講　師　山田義弘さん（東京未来大学）、
　　　　嘉数悠子さん（国立天文台ハワイ観測所）
参加費　入館料のみ（高校生以上300円、中学生以下無料）
定　員　80人　※要申込み
その他　終了後「星まつり」を開催

第21回  星まつり
　オープニングのロケット打ち上げをはじめ、プラネ
タリウム、天体観察会、クイズラリー、屋台村、各種
佐治らしい体験コーナー、サイエンスショー、ナイト
ウォークなどを予定しています。
と　き　7月26日（土）16:30 〜 21:00
参加費　大人600円　小人（3歳以上）300円

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

7月の休館日：16（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

開館記念日７日（月）は入館無料

稲村なおこコンサート
　元NHK「ワンツー・どん」のうたのおねえ
さんによる唱歌「ふるさと」100年を記念したコンサート
出演：稲

いなむら

村なおこ（うた・おはなし）、藍
あい だ 

田月
つき こ 

子（ピアノ）
と　き　7月6日（日）　※要入館料
11:00 〜 11:40  （親子向き）
14:00 〜 15:00  （大人向き）　※未就学児入場不可

童謡・唱歌講演会 うたの力
－近代日本が唱歌・童謡に託したもの

　うたのもつ力を唱歌・童謡の誕生の秘話から解説
講師：田

た

中
なか

健
けん

次
じ

（講演、茨城大学教授）
　　　長

は

谷
せ

川
がわ

泰
やす

子
こ

（うた、二期会会員）
　　　谷

たにかわ

川瑠
る み

実（ピアノ、武蔵野音楽大学研修員伴奏ピアニスト）
と　き　7月12日（土）14:00 〜
定　員　180人　※参加無料、要申込み（受付中）

ドイツの暮らしの中から
中村公美トーク＆ピアノコンサート

　鳥取市出身、ドイツ在住ピアニストのお話と演奏。
出演：中

なかむら

村公
く み

美（お話とピアノ）
共催：鳥取ハーナウ友好親善協会
と　き　7月25日（金）14:00 〜 16:00　※要入館料

親子で楽しむ おもしろじっけん＆工作
　次から次に飛び出す不思議さに目がはなせないサ
イエンスマジックショーと工作
出演：工作指導　出雲科学館名誉館長  曽

そ が べ

我部國
くにひさ

久
対　象　年長以上（小学3年生以下は要保護者同伴）
と　き　7月26日（土）13:30 〜 15:30
定　員　親子40 組
※参加無料、要申込み（7/1 〜受付）

コトリンゴLIVE  コトリの巣めぐりツアー 2014

　ドラマ『明日、ママがいない』の主題歌「誰か私を」
を歌って注目を浴びた歌手のコンサート
出演：コトリンゴ（歌とピアノ）
と　き　7月27日（日）15:00 〜 16:00　※要入館料

城下町とっとり交流館  高砂屋 元大工町 1
 0857-29-9024

7月の休館日：7（月）、14（月）、22（火）、28（月）
入館無料　開館時間　9:00 〜 17:00

ゆらりん  あかり展
　因州和紙とあかりを融合させた遊楽隣工房の作品を
展示します。
と　き　7月3日（木）〜 8月31日（日）
ところ　髙砂屋  西蔵

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

7月の休館日：7（月）、14（月）、22（火）、28（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

館内くん蒸のため1日（火）〜 4日（金）は臨時休館いたします

特別展 鳥取のお殿さま 〜天下人と歩んだ池田家〜
　各地に遺される池田家ゆかりの品々を通して、全国有
数の大藩の藩主であった池田家のあゆみを紹介します。
と　き　7月19日（土）〜8月31日（日）
ところ　1階特別展示室　　料金　一般500円

歴史散策 山の手めぐり 〜池田家の遺産〜
　徒歩で池田家ゆかりの地をめぐります。
と　き　7月20日(日）9:00 〜 11:00　※少雨決行
　　　　やまびこ館ロビー集合
料　金　無料　　定員　20人　※要予約

おうちだに工房 地図作り教室
　おうちだにを題材に、世界にひとつだけの地図を
作ってみよう！夏休みの宿題に！
と　き　7月21日（月祝）・26日（土）・27日（日）
　　　　9:00 〜 12:00
ところ　地下研修室・樗谿公園
料　金　無料　　定員　10人　※要予約

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

7月の休館日：7（月）、14（月）、22（火）、28（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

関西レイルウェイフォトグラファーズサークル 鉄道写真展
　鳥取県内を含む約100点の鉄道写真を一堂に展示。
と　き　7月19日（土）〜 8月24日（日）9:00 〜 17:00
ところ　あおや郷土館展示室

関西レイルウェイフォトグラファーズサークル プレゼンツ 鉄道写真講座
　プロによる鉄道写真添削教室と鉄道写真の撮影講座。
と　き　7月19日（土）13:00 〜 15:00
講　師　関西レイルウェイフォトグラファーズサークル

会長  高
たかまつ

松大
だいすけ

典さん、プロ会員  野
の

沢
ざわ

敬
けい じ 

次さん
参加方法　「鉄道写真」（ハガキ大以上のプリント）をご

持参ください。一人につき1点に限ります。
参加料　無料　※予約不要

手作りうちわ教室
と　き　8月2日（土）10:00 〜、14:00 〜
講　師　宮本栄一さん（似顔絵作家・イラストレーター）
定　員　各15人 ※要予約　参加料　500円（材料費）

青谷上寺地遺跡展示館 青谷町青谷 4064
 0857-85-0841

7月の休館日：7（月）、14（月）、22（火）、28（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

古代の宝石 琥珀の勾玉つくってみよう
　琥珀をみがいて勾玉をつくります。
と　き　7月25日（金）、26日（土）
　　　　両日とも① 10:00 〜  ② 13:30 〜
ところ　青谷上寺地遺跡展示館ロビー
定　員　各回15人　※要電話申し込み、先着順
参加費　一般600円　高校生以下無料

石器づくり体験
　黒曜石をつかって石器をつくります。
と　き　8月3日（日）13:00 〜
定　員　20人　※要電話申込み（先着順）
参加費　一般500円　高校生以下無料
※軍手、厚手のタオル持参の上、長袖の服と長ズボン、靴下、クツを着用。

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780

7月の休館日：7（月）、14（月）、22（火）、28（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

親子で楽しむ薬膳講座！古代の知恵で、涼をとる
　古代から利用されてきた食材を使った薬膳料理で、
夏を乗り切ろう！
と　き　7月27日（日）9:30〜12:00  ※因幡万葉歴史館集合
講　師　井

いのうえ

上美
み ち こ

智子さん
対　象　小、中学生、高校生とその保護者
参加費　1人500円　※エプロン、三角巾を持参
定　員　20人　※要予約
主　催　国府町地産地消・文化財活用実行委員会

子ども草木染め工房
　身近な草木を用いて布をやさしい色に染めあげま
す。夏休みの宿題にぴったり！
と　き　7月31日（木）13:30 〜 15:30
参加費　500円　　定員　20人　※要申込・先着順

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
 0857-26-3595

7月の休館日：7（月）、14（月）、22（火）、28（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

写真展「近隣の城跡」
　米子城（米子市）・竹田城（兵庫県朝来市）について、
そして鳥取とのかかわりについても写真パネルで紹介。
と　き　7月12日（土）〜 8月31日（日）
ところ　仁風閣2階  陳列所

甦る鳥取城  Ｐart.1 〜藩主 池田家の歩み〜

　本年は、鳥取城および仁風閣の位置する久松山が旧
藩主池田家より鳥取市に寄贈されて70年を迎える節目
の年。その池田家と鳥取藩について紹介。
と　き　8月31日（日）まで
ところ　仁風閣１階  県官出張所

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

七夕ライブ
　アコースティックギター演奏と、幅広いジャンルの
バンド演奏による鳥取大学フォークソング部のライブ。
と　き　7月21日（月・祝）13:00 〜 19:00
入場料　無料

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

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

7月の休館日：7（月）、14（月）、22（火）、28（月）
常設展入館無料　開館時間　9:00 〜 17:00

ちぎり絵展  和紙の愉しみⅥ
　全国和紙ちぎり絵サークル全国展の中から約60点展示。
と　き　7月5日（土）〜 8月31日（日）
ところ　企画展示室
観覧料　一般  300円　小中高生  150円
ちぎり絵体験
と　き　7月27日（日）　①10:00 〜　②13:30 〜
参加料　1,000円（材料代）　定員　各15人 ※要予約

ワクワク夏休み体験 楮を叩いて雲竜紙を作ろう
　原料の楮を叩いて雲竜紙を作ります。叩き方で変わ
る紙質を観察・体験することができます。
と　き　7月19日（土）〜 8月31日（日）　90分程度
ところ　体験工房　　定員　30人 ※要予約（先着順）
参加料　500円（材料代）

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

7月の休館日：7（月）、14（月）、22（火）、28（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

かわはら七夕祭
　皆さんの願い事を書いた短冊で、河原城を彩りましょう！
と　き　7月6日（日）〜 8月10日（日) 
ところ　河原城大手門周辺

夏休み企画 講談社〜神話・昔ばなしの絵本展
　明治・大正に作られた貴重な絵本を展示。
と　き　7月19日（土）〜 8月31日(日）
ところ　河原城2階イベントホール

ものづくり教室 オリジナル・ジグソーパズル
と　き　7月27日（日）13:30 〜 15:30
ところ　河原城2階イベントホール　参加費　500円

と　き　7月12日（土）〜 9月23日（火・祝）まで
※火曜日休館（祝日の場合開館翌日休館）
　10:00 〜 17:00（月・水・木・金は15:00まで）

公益財団法人 渡辺美術館 

岡野元房の美術展「天使の武器」


