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因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
　 0857-26-1780

10月の休館日：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

万葉フェスティバル in 鳥取 ～第17回万葉集朗唱の会～
と　き　10月19日（日）9:00〜13:00
ところ　因幡万葉歴史館 伝承館
※同時開催「第15回曲水の宴」
と　き　11:00〜12:00
ところ　因幡万葉歴史館 万葉と神話の庭

万葉の庭散策  秋の草木染め
　万葉植物を利用してランチョンマットを草木染めします。
染めたい布（化繊不可、風呂敷程度）があればお持ち下さい。
と　き　10月11日（土）13:30 〜 15:30
参加料　500円　　　　　定　員　15人　※要申込
協　力　万葉茜の会

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

10月の休館日：6（月）、14（火）、20・27（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00〜17:00

「創作和紙人形～百花繚乱～」11月24日（月祝）まで開催

創作和紙人形展関連イベント　和紙人形づくり
　因州和紙を使って「あじさいの精」を作ります。
と　き　10月11・12日（土・日）13:30 〜
参加料　2500円（材料代、箱・台付き）
定　員　10人/1回　※要予約
講　師　浜本恵美子さん（創作和紙人形作家）

あかり展ワークショップ
　自分の漉いた紙であかり展出品作品を製作します。
と　き　10月4日（土）〜 11月3日（月祝）の土・日・
　　　　祝日　9:00より
参加費　2000円（和紙代・あかり展出品料）
定　員　10人　※要予約

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

10月の休館日：15（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

JAFフェスティバル中国 はたらく自動車がやってくる
と　き　10月4日（土）9:00 〜 17:00
※参加無料・荒天中止

おもちゃとあそびの企画展 いろいろなモビール その2
と　き　10月4日(土) 〜 11月3日(月祝）
　　　　9:00 〜 17:00　※参加無料

つくつく工房 ゆらゆらモビールをつくろう
と　き　10月4日（土）10:30 〜、13:30〜　※要申込
講　師　関

せき の 

野倫
みちひろ

宏さん　　定　員　各回15人
参加費　入館料＋材料費700円

なつかしのわらべ倶楽部（秋編）
と　き　10月9日（木）13:00 〜 15:00
講　師　尾

 お まえ

前加
か ず こ

寿子さん、鎌
かまたに

谷眞
ま り こ

里子さん
対　象　60才以上　※参加無料・要申込

秋に贈る童謡コンサート
出演：鳥

とっとりししょうねんしょうじょがっしょうだん

取市少年少女合唱団、岡
おかのていいち

野貞一記
きねんがっしょうだん

念合唱団
と　き　10月13日（月祝）
　　　　14:00〜15:00　※参加無料

おもちゃとあそびの企画展 大
おおにし

西美
み な

奈のドールワールド
と　き　10月16日（木）〜12月7日（日）9:00 〜 17:00
※要入館料

ものづくりひろば
と　き　10月18・19日（土・日）10:00 〜 15:30
　　　　ワークショップ最終受付14:30　※要材料代

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

10月の休館日：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

第7回全国公募書道展「放哉を書く」
と　き　10月3日（金）〜10月6日（月）
ところ　特別展示室　※観覧無料

鳥取市合併10周年記念事業
特別展「因幡民談記の世界」-江戸時代の学者が見た因幡-
と　き　10月11日（土）〜11月24日（月祝）
ところ　特別展示室　　料　金　一般：500円

テーマ講座　～吉川経家について～
と　き　10月25日(土)14:00〜15:00
ところ　地下研修室
定　員　20人　※予約不要、参加無料

やまびこクイズ・オリエンテーリング
と　き　10月18日（土）10:00〜12:00
ところ　鳥取市歴史博物館・樗谿公園
定　員　30人　※要予約、参加無料、少雨決行

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

まちなか名画シアター「はじまりのみち」
　「二十四の瞳」等の名作を残した木下惠介監督の若き
日の挫折と再生を描く感動の実話。
と　き　10 月5日(日)　開場13:00　開演14:00
定　員　200人（先着順）　※入場無料

第9回まちなか学園祭 in PALETTE
と　き　10月9日（木）〜 13日（月祝）10:00 〜 18:00
　　　　※入場無料

第4回鳥取JAZZ2014直前イベント
鳥取JAZZ写真展&映画上映会
と　き　10月18日（土）11:00 〜 20:00
入場料　無料（飲食は別途）

フォークレボリューション vol.28
～東日本大震災救援チャリティーコンサート～
と　き　10月19日（日）17:00 〜 20:00
入場料　1000円（1ドリンク付）

第5回 秋の山野草パレット展
と　き　10月25・26日（土・日）10:00 〜 17:00
　　　　（最終日は16:00まで）　※入場無料

ハロウィンコンサート
　鳥取大学フォークソング部によるアコースティッ
ク・バンド演奏など何でもアリ!?の楽しいライブ。
と　き　11月2日(日）12:15 〜 19:00　※入場無料

青谷上寺地遺跡展示館 青谷町青谷 4064
 0857-85-0841

10月の休館日：6（月）、14（火）、20・27（月）
開館時間　9:00〜17:00

かみじちクイズ 答えてゲット！勾玉キット
　青谷ようこそ祭り会場と青谷上寺地遺跡展示館の2
か所でクイズに答えて勾玉キットをもらおう！
と　き　10月18・19日（土・日）9:00 〜 17:00
ところ　青谷ようこそ祭り会場・青谷上寺地遺跡展示館ロビー
※各日先着30人

キラキラ☆小物づくり
　プラバンを使ってオリジナル小物をつくろう！
と　き　10月18・19日（土・日）9:00 〜 16:30
ところ　青谷上寺地遺跡展示館ロビー

ロビー展 くらべてみよう！道具のいまとむかし
と　き　10月4日（土）〜 11月9日（日）
ところ　青谷上寺地遺跡展示館ロビー

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

10月の休館日：6（月）、14（火）、20・27（月）
入館料：無料　開館時間　9:00〜17:00

「稲嶺と楊谷」11月3日（月祝）まで開催

ジオと歴史散策 青谷のまちめぐり
　楽しく歩きながら、郷土の歴史文化、ジオサイトの
魅力を再発見しましょう。
と　き　10月25日（土）13:30〜16:30
コース　青谷町内（青谷海岸・夏泊・湊神社・潮津神社ほか）
定　員　20人（先着順）　　参加料　無料

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

10月の休館日：6（月）・14（火）・20・27（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

生活便利エコ教室 お正月の金封付箸袋とポチ袋作り
　お祝いごとの金封とポチ袋の手作り体験。
と　き　10月5日（日）13:30 〜 15:30
ところ　河原城２Fイベントホール
参加費　500円　　　定員　10人　※要予約

押し花ランプシェード展
　心癒される押し花とランプの灯りを是非ご覧下さい。
と　き　10月11日（土）〜 11月30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

10月の休館日：6（月）、14（火）、15（水）、20（月）、21（火）、27（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料

第20回  月まつり
　佐治ならではの体験メニュー やお茶会、屋台コー
ナー、おもちつき、月見だんご早食い大会、抽選会な
どをおこないます。
と　き　10月4日（土）16:00〜21:00
参加費　高校生以上600円、中学生以下300円（100

円の月まつりお買い物券付き）

皆既月食観察会
と　き　10月8日(水) 19:00〜21:40
ところ　鳥取駅南口　白うさぎ広場周辺
参加費　無料
その他　雨天曇天時は中止します。
　　　　さじアストロパークでも同時間に月食を見るイ

ベントをおこないます（こちらは要予約）

城下町とっとり交流館  高砂屋 元大工町 1
 0857-29-9024

10月の休館日：6（月）、14（火）、20・27（月）
入館無料　開館時間　9:00〜17:00

元大工町の歩み
　元大工町の歴史を紹介したパネルを展示します。
と　き　10月4日（土）〜 11月30日（日）
ところ　髙砂屋　西蔵

ゆうゆう健康館けたか 気高町浜村50-22
 0857-82-3611

10月は休館しません
開館時間　10:00〜21:00

アクアビクス
と　き　10月16日（木）13:30〜14:30
ところ　ゆうゆう健康館けたか プール内
料　金　プール使用料＋参加費500円
講　師　Fitness  Ja-んぐる　　定　員　20人

鳥取市鹿野往来交流館「童里夢」 鹿野町鹿野 1353
 0857-38-0030

10月は休館しません
入館無料　開館時間　9:30〜17:30

鳥取市新たな出会い支援事業 城下町に集まろうよ!!
と　　き　11月1日（土）11:40〜19:00（受付11:20〜）
定　　員　▷男性（鳥取市旧気高郡を主とした鳥取県

東部地区在住者の25歳以上50歳以下の独
身者）：20人
▷女性（都市圏を主とした25歳以上50歳
以下の独身者※県内在住者応募可）：20人

参 加 料　▷男性：4500円　▷女性：3500円
申込方法　参加申込書を、郵送、ファクシミリ、メー

ルのいずれかでご応募ください。
 0857-38-0031
 dream@shikano-dream.com

※電話での応募はできませんのでご了承下さい。
申込締切　10月20日（月）必着　※定員になり次第締切
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