
各施設催し物の

各施設催し物のご案内

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
　 0857-26-1780

11月の休館日：4（火）、10・17（月）、25（火）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

11月15・16日（土・日）は関西文化の日  入館無料
因幡万葉歴史館 開館20周年記念展覧会
生誕100年　音楽家、伊福部昭
と　き　11月1日（土）〜12月23日（火祝）
ところ　因幡万葉歴史館
観覧料　一般400円　65歳以上100円
　　　　高校生以下無料（常設展示観覧含む）

ゴジラの音楽家「伊福部昭生誕100年記念の宴」
と　き　11月1日(土)13:30〜
ところ　国府町中央公民館 多目的ホール
内　容　講演：甲田潤さん（東京音楽大学民族音楽研究所）
　　　　演奏：コールジューン、白兎ウィンドハーモニー
　　　　映画：ゴジラ60周年記念デジタルリマスター版
観覧料　一般500円　高校生以下無料（前売り券発売中）

万葉貴族に大変身！十二単、伎楽衣装の試着体験
と　き　11月3日(月祝)10:00 〜 13:00　※要予約
ところ　因幡万葉歴史館 伝承館
参加料　1000円（プロによる写真撮影つき）

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

11月の休館日：19（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

11月15日（土）は関西文化の日　入館無料

童謡・唱歌企画展 生誕90周年記念 團
だん

伊
い く ま

玖磨のうた世界
と　き　12月16日（火）まで　 ※要入館料

関連イベント  團伊玖磨“心の日記”コンサート
出演：鳥取県庁コーラス部
と　き　11月22日（土）13:00〜13:45　※要入館料

遊ゆう学舎講演会 見えない世界をみる
「さわる文化」が遊びと学びの扉を開く

と　き　11月9日（日）14:00 〜 15:30
講　師　広

ひろ せ 

瀬浩
こ う じ ろ う

二郎さん（国立民族学博物館准教授）
対　象　小学生以上　　定　員　100人（要申込）
参加費　無料

童謡・唱歌講座 鳥取の音楽家の魅力再発見！
講　師　わらべ館童謡・唱歌専門員
と　き　11月15日（土）13:00〜13:40　※無料

お人形づくりワークショップ
講　師　大

おおにし

西美
み な

奈さん
と　き　11月15日（土） 13:30 〜 14:30
定　員　先着20人　　参加費　材料費500円

歌声喫茶60周年記念
ともしび歌声コンサート
出演：寺

てらたに

谷宏
ひろし

さん（歌）、田
 た ぐち

口順
じゅんこ

子さん（ピアノ）
と　き　11月16日（日）14:00 〜 16:00
定　員　180人（未就学児入場不可）※要申込
参加費　要入館料＋歌詞集代300円

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

11月の休館日：4（火）、10・17（月）、25（火）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

11月15・16日（土・日）は関西文化の日  入館無料
特別展「因幡民談記の世界」11月24日（月振）まで開催

おうちだに工房 ハンコつくり
と　き　11月22日（土）10:00〜、14:00〜
ところ　地下研修室
定　員　各回15人（要予約）
参加費　(石材）500円・（ゴム）300円

第16回鳥取県児童生徒地域地図作品展
と　き　11月15日(土) 〜 24日(月振)
ところ　1階ロビー・地下フリースペース　料金　無料

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
 0857-26-3595

11月の休館日：4（火）、10・17（月）、25（火）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

シンポジウム「ザ・仁風閣 池田家からの贈りもの」
と　き　11月3日（月祝）開場13:00
　　　　第1部  講演会　　　　13:30 〜 14:20
　　　　第2部  シンポジウム　14:30 〜 15:30
ところ　仁風閣2階 謁見所(当日9:00より整理券配布)

サロンコンサート1st 「鳥取JAZZ 菊池ひみこ トーク＆ライブ」
と　き　11月23日（日祝）13:30 〜、15:00 〜
ところ　仁風閣2階 謁見所

ガーデン和カフェ 仁風
と　き　11月16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）

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

11月の休館日：4（火）、10・17（月）、25（火）
常設展入館無料　　開館時間　9:00〜17:00

「あかり展ワークショップ」11月  3日（月祝）まで開催「創作和紙人形〜百花繚乱〜」11月24日（月振）

ようこそ書道コンクール入賞作品展
と　き　10月31日（金）〜 11月9日（日）
ところ　多目的ホール　　観覧料　無料

もみの木ランプ作り
と　き　11月22日（土）〜24日（月振）10:30〜、13:30〜
ところ　工作コーナー　　参加費　700円（材料代）
定　員　各回5人（要予約）

クリスマス貼り絵
と　き　11月29・30日（土・日）12月6・7日（土・日）
　　　　10:30〜、13:30〜
ところ　工作コーナー　　参加費　200円（材料代）
定　員　各回5人（要予約）

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011

11月の休館日：4（火）、5（水）、10・17（月）、18・25（火）、26（水）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

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　【月のクレーターを見よう】
　　　　　10月31日(金)〜11月3日(月祝)、6日(木)、7日(金)
　　　　【真っ赤なガーネットスターを見よう】
　　　　　11月8日(土)、9日(日)
　　　　【アンドロメダ銀河を見よう】
　　　　　11月11日(火)〜16日(日)、19日(水)〜24日(月振)
　　　　【きれいな２つ星アルマクを見よう】
　　　　　11月27日(木)〜30日(日)
　　　　時間：平日・土曜19:30 〜
　　　　　　　日曜（三連休は月曜）18:00 〜
※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）

お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

11月の休館日：4（火）、10・17（月）、25（火）
入館料：無料  開館時間  10:00〜18:00　入館は、閉館時刻の30分前まで

「押し花ランプシェード展」11月30日（日）まで開催
ものづくり教室

押し花体験教室〜オリジナルカレンダーを作ろう〜
と　き　11月9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　　定　員　10人（要申込）
対　象　小学校高学年〜大人

河原城 開館20周年記念特別企画

シンポジウム「ジオサイトからひもとく神話と伝承」
と　き　11月30日（日）13:00 〜 17:00
ところ　河原町中央公民館 大講堂　　参加費　無料

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

「本通わくわくフェスタ」パレットとっとりもうすぐ10周年祭
　キッズに大人気のキャラクターショー。
と　き　11月15日(土)11:00 〜 16:00
定　員　親子200人　　入場料　無料

まちなか名画シアター 「舟を編む」
と　き　11月16日（日）　開場13:00　開演14:00
定　員　200人（先着順）　　入場料　無料

ブロッサム・デコのスペシャルデコデコ教室 〜クリスマスリース〜
と　き　11月29日（土）13:30 〜 15:30
定　員　20人（要事前申込）　
参加費　2500円（材料費込み）

ハードロックレボリューション vol.71
〜東関東大震災支援ライブ〜

と　き　11月30日（日）18:00 〜 21:00
入場料　1000円（1ドリンク付）

　※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。
■鳥取市民会館

　▷第13回コールおもかげ演奏会
　　11月9日（日）14:00〜16:00

コールおもかげ（寺坂）  0857-24-0063

　▷第30回安来節保存会鳥取支部発表会
　　11月16日（日）10:00〜15:00

安来節保存会 鳥取支部（竹内）  0857-57-0119

　▷第33回定期演奏会
　　11月24日（月振）14:00〜16:00

鳥取シンフォニックウインズ（川原）  090-2007-7696

　▷“舞”吉月をどり
　　11月30日（日）11:00〜16:00

鳥取市日本舞踏連盟（花柳）  0857-53-4365
■鳥取市文化ホール

　▷一音会アンサンブルペアーズ第44回定期演奏会
　　11月16日（日）13:30〜15:30

一音会（浜田）  0857-22-2777

　▷第52回定期公演「喜劇ファッションショー」
　　12月6日（土）18:00〜・7日（日）13:00〜

鳥取演劇集団（本城）  0857-24-7883
■とりぎん文化会館梨花ホール

　▷第46回定期演奏会
　　11月16日（日）14:00〜16:00

鳥取大学フィルハーモニー管弦楽団（三吉）  080-6263-4452

　▷第34回鳥取市民合唱団定期演奏会
　　11月24日（月振）14:00〜16:00

鳥取市民合唱団（児島）  0857-28-4311
■とりぎん文化会館展示ホール

　▷彩楽会墨彩画展
　　11月18日（火）〜20日（木）9:00〜17:00

彩楽会（谷上）  0857-26-0267
■福祉文化会館

　▷第85回秋の洋蘭展示会
　　11月21日（金）〜23日（日祝）9:00〜17:00

鳥取蘭友会（前田）  0857-29-0992
■ホープスターとっとり

　▷平成26年度情脈年度賞
　　11月23日（日祝）10:00〜16:00

情脈短歌会（中尾）  0857-53-3281
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 文 化 祭  11 月開催

 最終日（16:00 ）

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

11月の休館日：4（火）、10・17（月）、25（火）
入館料：無料　開館時間　9:00〜17:00

第7回青谷高等学校授業作品展
　生徒による書道・美術・工芸などの作品展。
と　き　11月22日（土）〜12月7日（日）

城下町とっとり交流館  高砂屋 元大工町 1
 0857-29-9024

11月の休館日：4（火）、10・17（月）、25（火）
入館料：無料　開館時間　9:00〜17:00

パネル展「元大工町の歩み」11月30日（日）まで開催

テーマ講座「元大工町の歴史」
と　き　11月21日（金）14:00 〜 15:00
ところ　髙砂屋 多目的交流室
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