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わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

8月は休館しません。8/13 〜 17は8:00から開館
入館料：一般500円、高校生以下無料

おもちゃワールド（夏編）
　100種類以上のおもちゃが大集合！　※要入館料
と　き　前期　8月1日（金）〜 15日（金）
　　　　後期　8月16日（土）〜 31日（日）
　　　　開館時間中

デザイナー誕生
　身長15㌢のお人形の衣装を
デザインして応募しよう。入
賞者のデザイン画は実際に衣
装制作され、お人形が着ます。
※参加無料
デザイン画募集　8月24日（日）まで
展示・人気投票　8月30日（土）〜9月26日（金）　開館時間中
協力：株式会社スター

おもちゃと遊びの企画展
いろいろな音世界 -民族楽器の音色-
　不思議な形から聞こえる音はどんな感じ？
と　き　10月5日（日）まで  開館時間中   ※要入館料

関連イベント  みんぞくがっきのおと・かたち
と　き　8月23日（土）13:05 〜 13:45　※参加無料

５つの楽器の音楽会
出演：アンサンブルB♭
と　き　8月10日（日）13:00 〜 14:00　※参加無料

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

8月の休館日：4・11・18・25（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
第21回 鉄道写真展　8月24日（日）まで開催

青谷3館連携イベント
3館巡って、作って、答えて、和紙工房商品
を当てちゃおう！
と　き　8月31日（日）まで　9:00 〜 17:00
ところ　あおや郷土館・青谷上寺地遺跡展示館・あ

おや和紙工房
内　容　各館に設置するクイズラリーや工作体験な

どに参加しよう。来館すると各館でスタン
プを押印。3つスタンプを集めた人には素敵
な景品が当たるチャンス！

定　員　なし　　　参加料　無料

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

8月の休館日：4・11・18・25（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

体験観光 三色アスパラの収穫体験
　採れたてのアスパラで試食も楽しめます。
と　き　8月10日（日）10:00 〜 12:00頃
ところ　河原町中井　参加費　1500円　定員　10人

ものづくり教室 牛乳パックでタケコプター
と　き　8月17日（日）13:30 〜 15:30頃
※詳細はお問い合わせください。

トレッキング・三滝水源地を歩く
　涼香あふれる沢歩きで森林浴をしましょう！
と　き　8月24日（日）8:45 〜 13:00頃
ところ　河原町北村地区高山
参加費　500円　　定　員　15人

青谷上寺地遺跡展示館 青谷町青谷 4064
 0857-85-0841

8月の休館日：4・11・18・25（月）
開館時間　9:00 〜 17:00

鏡やお金をつくってみよう！
　低い温度でとける金属を鋳型に流して、銅鏡や古代
のお金の模造品を作ります。
と　き　8月6日（水）①10:00 〜　②13:30 〜
ところ　青谷上寺地遺跡展示館ロビー
対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
定　員　各回20人　※要電話申し込み、先着順
参加費　高校生以下無料、一般700円

むきばんだ史跡公園交流事業
石ぼうちょうを作って稲刈り体験
　粘板岩を使って石ぼうちょうを作り、稲刈りをします。
と　き　8月23日（土）
　　　　9:40  鳥取駅南フコク生命ビル前 発　ほか
ところ　鳥取県立むきばんだ史跡公園ほか
対　象　小学4年生〜中学生 ※児童・生徒のみの参加
定　員　20人　※要電話申し込み、先着順
参加費　1000円（保険、バス代など）
※弁当、水筒、タオル、帽子を持参してください。
※集合・解散場所は鳥取駅南と青谷上寺地遺跡展示館

の2カ所あります。申し込みの際、どちらでバスを
乗降するかお伝えください。

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

8月の休館日：18（月）、19（火）、25 〜 27（月〜水）
入館料：一般300円、中学生以下無料

宇宙ふしぎ探検「流れ星を見よう」
　見ごろのペルセウス座流星群を観察します。
と き　8月11日（月）〜 13日（水）21:30 〜 23:00
参加費　無料（屋外開催）　※雨天曇天時は中止

夏休み教室 バードコールを作ろう
　木の枝を使って小鳥の声をまねしよう。小鳥が寄っ
てくるかも♪
と　き　8月9・10日（土・日）14:30 〜 15:30
定　員　各15セット　※要事前申し込み
参加費　300円　※要別途入館料

夏休み教室 星砂で星座額を作ろう
　星砂を使って夏の星座を作ります。ミニ額に入れて
持ち帰りいただけます。
と　き　8月17日（日）14:30 〜 15:30
定　員　10セット　※要事前申し込み
参加費　300円　※要別途入館料

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
 0857-26-3595

8月の休館日：4・11・18・25（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」 / 甦る鳥取城 Part.1
8月31日（日）まで開催

ガーデン和カフェ 仁風
と　　き　8月17日（日）11:00 〜 16:00
と こ ろ　仁風閣裏庭の茶室（宝扇庵）
メニュー　抹茶一服500円（菓子付）

　※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。
■日本キリスト教団鳥取教会（西町）

　▷あら環ぱにぃコンサート「死んだ男の残したものは」
　　8月9日（土）19:00 〜 21:00

あら環ぱにぃ（新倉）  090-3175-6593
■中電ふれあいホール

　 ▽第45回光影クラブ写真展
　　8月29日（金）〜 9月3日（水）9:30 〜 17:30

光影クラブ（金居）  0857-23-0321
問い合わせ先　鳥取市文化団体協議会
  0857-20-0515（水・土・日曜日は除く）

　市 民 文 化 祭  8 月開催

城下町とっとり交流館  高砂屋 元大工町 1
 0857-29-9024

8月の休館日：4・11・18・25（月）
入館無料　開館時間　9:00 〜 17:00

ゆらりんあかり展　8月31日（日）まで開催

ゆらりん工房  和紙あかりづくり
　因州和紙と蔓

かずら

を使っ て高さ30㌢の
「和紙あかり」を作ります
と　き　8月3日（日）13:30 〜 15:00
ところ　高砂屋2階多目的交流室
参加費　2000円（材料代）
定　員　15人　※要予約

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

8月の休館日：4・11・18・25（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

特別展「鳥取のお殿様 〜天下人と歩んだ池田家〜」
8月31日（日）まで開催

おうちだに工房 拓本教室
　鳥取城の瓦の拓本をとってみよう！
と　き　8月2日（土）10:00〜11:00、14:00〜15:00
ところ　地下研修室
定　員　各15人　※要予約　　参加費　100円

ⒸStar

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

山陰三大学合同写真展
　「島根大学」「島根県立大学」「鳥取大学」が合同で行
う写真展。
と　き　8月17日（日）〜 22日（金）10:00 〜 19:00
　　　　※17日は12:00〜19:00、22日は16:00まで
入場料　無料

第38回こども絵画コンクール
　「これがイチバン！」をテーマに、0才〜中学生まで
の作品を展示。
と　き　8月30・31日（土・日）10:00 〜 16:00
入場料　無料

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

8月の休館日：4・11・18・25（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」「楮
こうぞ

をたたいて雲
うんりゅうし

竜紙を作ろう」
8月31日（日）まで開催

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780

8月の休館日：4・11・18・25（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

第2回清末忠人コレクション昆虫標本「万葉虫」
8月24日（日）まで開催

第17回 因幡の傘踊りの祭典
　県東部の傘踊り団体などが一堂に集い豪華競演！
と　き　8月23日（土）17:00 〜
ところ　因幡万葉歴史館　伝承館
※雨天の場合は、国府町中央公民館

山陰海岸ジオパーク ナツヤスミ宿題ラリー  昆虫標本づくり
　誰でも簡単に昆虫標本が作れます。
と　き　8月10日（日）9:00 〜 12:00
ところ　因幡万葉歴史館および周辺　参加費　500円
講　師　清末忠人さん　　定　員　15人　※要予約
※虫かご、虫取りあみ、帽子、水筒を持参してください。
※靴か長靴で参加ください。
申込み　山陰海岸ジオパーク・ナツヤスミ宿題ラリー

事務局 （株）ウェブプラン・プロモーション
内　0857-25-3091

鳥取市民会館 掛出町 12
 0857-24-9411

8月の休館日：19（火）

因幡和太鼓の祭典
と　き　8月10日（日）　13:30 〜（開場13:00）
入場料　全席自由1000円　高校生以下無料
内　容　鳥取県東部の各和太鼓団体による演奏 ※軽トラ市同時開催
ゲスト　鼓童（藤
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ベンチャーズ  ジャパン ツアー 2014
と　き　9月3日（水）　18:30 〜（開場18:00）
入場料　全席指定  5500円　当日  6000円
　　　　※未就学児はひざ上のみ無料

 最終日（16:30 ）


