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わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

9月の休館日：17（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

12日（金）はとっとり県民の日　入館無料

プレイマイスでつくってみよう
　トウモロコシからできている工作材料
でつくってみよう！
と　き　9月6日（土）11:00 〜 15:00
参加費　入館料＋キット代300円

ロケットくれよん☆ファミリーコンサート
　親子でふれあう楽しいあそびうたコンサート♪
と　き　9月14・15日（日・月祝）10:30 〜 11:30
※要入館料

ロシア講座 ロシアの民工芸＆手芸の世界
　かわいいロシアの手芸人形をつくりましょう
と　き　9月23日（火祝）10:30 〜 12:00
※要入館料　小学3年生以下は要保護者同伴
申込み　9月6日（土）〜　共催：鳥取県

にじいろコンサート 歌のボランティアグループ「松
まつかさ

笠」
　ノーズフルート、ギター演奏、歌、紙芝居のコンサート
と　き　9月27日（土）14:00 〜 14:30　※参加無料

・おもちゃづくり体験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　7日〜 28日の土・日
・おもちゃの病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　28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

9月の休館日：1・8（月）・16（火）・22・29（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

ものづくり教室 創作折り紙ってすごい！！
　一枚の紙から創造力の世界を広げてみよう！
と　き　9月14日（日）13:30 〜 15:30
ところ　河原城2階イベントホール
参加費　無料　　　定員　10人　※予約制

河原城  月見会
　昼の部のヒーローショーやキッズステージ、夜の部の太
鼓演奏などのお月見コンサート、ぜんざいの無料配布など。
ところ　河原城イベント広場（雨天時は河原中央公民館）
と　き　9月21日（日）15:00 〜 20:30頃

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

9月の休館日：1・8日（月）、16（火）、17（水）、22（月）、24（水）、29（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料

宇宙ふしぎ探検「名月を観察しよう」
　9月8日(月)の「中秋の名月」の頃に合わせ、名月の
月を103㌢望遠鏡で観察。
と き　9月6日（土）20:00〜20:50、21:00〜21:50
	 7日（日）20:00〜20:50
　　　☆名月について説明（15分間、1階会議室）
　　　☆103㌢望遠鏡で名月の観察（35分間、4階観測室）

参加費　大人(高校生以上)600円
　　　　小人(小中学生)			200円（入館料と観望料として）
定　員　各回40人（宿泊以外の方は事前予約ができ

ません。来館順にチケット発券をします）
その他　雨天曇天の場合、会議室で紹介をした後、プラ

ネタリウムを使って説明をおこないます。

福祉文化会館 西町二丁目 311
 0857-24-6766

鳥取市むつみカレッジ文化祭
と　き　9月27・28日（土・日）

全国公募書道展 「放哉を書く」
と　き　10月3日（金）〜7日（火）

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
	0857-39-2555

第 9 回 明治・鳥洋わくわく絵てがみ展
　優しさ・愛情・個性があふれる、ワクワクする作
品てんこ盛り！楽しいプレゼント企画もあります。
と　き　9月10日（水）〜 15日（月祝）
　　　　10:00 〜 17:00（最終日は16:00まで）
※一日絵てがみ教室　9月14日（日）13:30 〜 15:30
　　　　　　　　　　（無料・事前予約要）
入場料　無料

パレットとっとりもうすぐ10周年祭 本通パンまつり
　パンとお菓子の手作り体験コーナー、もっとパン
を楽しむことの出来るトークショーなど盛りだくさ
んのパンまつり。
と　き　9月20・21日（土・日）10:00 〜 16:00
入場料　無料

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

スタインウェイピアノを弾こう！
　世界の名器スタインウェイピアノを、文化ホールのス
テージで体験演奏できます。演奏時間は1回30分（連続
2回まで可能）。希望者にはCD録音サービスを行います。
と　き　９月６日（土）・７日（日）・13日（土）・14日（日）
　　　　10:00 〜 19:00
ところ　鳥取市文化ホール
対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
　　　　※レッスンでの参加はできません。
参加費　1回500円（当日、受付にて徴収）
定　員　各日最大18人（先着順）

　※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 展示室

　▷大煎茶会
　　9月15日（月祝）10:00 〜 16:00

煎茶道黄檗売茶流鳥取支部（三田）	 	0857-24-9573
■とりぎん文化会館 小ホール

　 ▽ゴーシュの会（チェロ＆ピアノ）発表会
　　10月5日（日）14:00 〜 16:00

ゴーシュの会（松浦）	 	0857-22-5008
■鳥取市文化センター 展示ホール

　 ▽第15回 絵画グループ「火の鳥」作品展
　　10月3日（金）〜 7日（火）9:00 〜 17:00

絵画グループ火の鳥（松本）	 	0857-53-3325
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  9 月開催

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

9月の休館日：1・8日（月）、16（火）、22（月）、24（水）、29（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

鳥取市合併10周年記念展覧会

「稲
とうれい

嶺と楊
ようこく

谷 〜屏
びょうぶ  え

風絵・吉
きっしょう

祥の写実〜」
　県の保護文化財に指定される、片山楊
谷の屏風をはじめ、鳥取が誇る近世絵画
の優品を、じっくりとご鑑賞ください。
と　き　9月6日（土）〜11月3日（月祝）9:00〜 17:00
　　　　前期／			9月6日（土）〜 10月5日（日）
　　　　後期／ 10月7日（火）〜 11月3日（月祝）
ところ　第1・2展示室　※前後期で全展示資料入替え

片山楊谷筆
「竹虎図屏風」

（部分）

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
 0857-26-3595

9月の休館日：1・8（月）・16（火）・22・29（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

無料入館日
12日（金）〜 14日（日）　「とっとり県民の日」協賛
27日（土）〜 28日（日）　「鳥取三十二万石お城まつり」協賛

写真展「藩主池田家墓所」
　「第7回池田家墓所写真コンクール」の作品を展示。
池田家の歴代藩主、墓所の様子を紹介します。
と　き　9月6日（土）〜 10月5日（日）
ところ　仁風閣2階		陳列所

甦る鳥取城  Ｐart.2 〜大手登城路の復元〜

　鳥取城大手登城路の復元計画や状況、最近発掘され
た出土品や発見確認された遺構など紹介します。
と　き　9月6日（土）〜 11月30日（日）
ところ　仁風閣1階　県官出張所

ガーデン和カフェ 仁風
と　き　9月21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）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

9月の休館日：1・8日（月）、16（火）、22（月）、24（水）、29（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

無料入館日
12日（金）〜 14日（日）　「とっとり県民の日」協賛

第14回全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会
「2014パラアート」とっとり展
と　き　9月5日（金）〜9月21日（日）
ところ　特別展示室　　料　金　無料

テーマ講座 〜鳥取県再置について〜
と　き　9月13日（土）14:00 〜 15:00
ところ　地下研修室　　定　員　20人
参加費　無料　※予約不要

鳥取市民会館 掛出町 12
	0857-24-9411

9月の休館日：16（火）

MALTA  Hit & Run スペシャルライブ
　日本ジャズ界を代表する鳥取県出身のサックス奏者
「MALTA」。ゲスト出演にトランペット奏者の岡崎好
朗さんを迎え、熱気溢れるステージを開催。
と　き　9月28日（日）　15:00 〜（開場14:30）
ところ　鳥取市民会館　大ホール
入場料　全席指定　前売3000円（当日3500円）

あおや和紙工房 青谷町山根 313
	0857-86-6060

9月の休館日：1・8（月）・16（火）・22・29（月）
常設展入館無料　開館時間　9:00 〜 17:00

鳥取市合併10周年記念 創作和紙人形展 〜百花繚乱〜

　中国地方では唯一の「やまと凰
おおとり

」流、創作和紙人形
作家による作品展。約300体の和紙人形で歌舞伎な
どの幻想的な世界をご紹介します。
と　き　9月13日（土）〜 11月24日（月振）
ところ　企画展示室
観覧料　一般300円　小中高校生150円

お月見貼り絵
　お月見をモチーフにした因州和紙の貼り絵を作ります。
と　き　9月の日祝日（計6日間・1日2回）
　　　　10:30 〜／ 13:30 〜（所要時間約1時間）
ところ　工作コーナー　
定　員　午前・午後　各5人　※要予約
参加費　200円（材料代）

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780

9月の休館日：1・8日（月）、16（火）、22（月）、24（水）、29（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

無料入館日
12日（金）〜 14日（日）　「とっとり県民の日」協賛

鳥取市合併10周年記念 鳥取の水がめ  美歎水源地
　国指定重要文化財旧美歎水源地水道施設と美歎地
区の歴史を紹介するパネル展。
　古代から重要な役割を担った美歎地域についての歴
史を紹介します。
と　き　9月13日（土）〜 10月26日（日）
観覧料　無料

組紐づくり
　簡単な組紐（ひも）をつくります。ブレスレットや
ストラップができあがります。
と　き　9月13日（土）〜15日（月祝）10:00〜15:00
参加料　500円　※材料がなくなり次第終了


