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お城山展望台 河原城 河原町谷一木 1011
 0858-85-0046

12月の休館日：1・8・15・22（月）、29〜31（年末）
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

第7回 池田家墓所写真コンクール作品展示会
　国史跡、鳥取藩主・池田家墓所の写真展（巡回展）
と　き　12月5日（金）～ 25日（木）
ところ　河原城2階 イベントホール

ものづくり教室
①手作りクリスマスリースを作ろう！
②パッチワークでオーナメントを作ろう！
　自然素材のツタやリボン・モールなどを使ったオ
リジナルリース作りと、普段使いもできるXmasの
ツリーや壁の飾り作り。
と　き　①12月  7日（日）13:30 ～ 15:30　　　　②12月21日（日）
参加費　800円　　定　員　10人　※予約制
対　象　小学校高学年～大人

元旦・初日の出は河原城で!!
　展望台からの御来光を拝み、一年の健康と幸福を祈
りましょう！
と　き　平成27年1月1日（木祝）6:30 ～ 12:00
※6:30～先着200人にぜんざいを無料配布します。
※すべての詳細についてはホームページをご覧ください。

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070

12月の休館日：17（水）、29〜31（年末）
入館料：一般500円、高校生以下無料

團
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玖磨名曲コンサート ～童謡からオペラまで～

ソプラノソロでおくる名曲の数々
出演：白

しらいし

石由
ゆ み こ

美子さん（歌）、新
に っ た

田恵
え り こ

理子さん（ピアノ）
と　き　12月7日（日）14:00 ～ 14:45　※要入館料

クリスマス会
クリスマスの歌やパネルシアターなど
と　き　12月13日（土）14:00 ～　※要入館料
定　員　180人　※要整理券 当日13:00から配布（1人1枚）

カプリス弦楽四重奏団 クリスマスコンサート
と　き　12月14日（日）10:30～、14:00～　※要入館料

にじいろコンサート 中国楽器二胡を楽しむ会「楽
ら っ こ

胡」
と　き　12月20日（土） 13:30 ～　※参加無料

にじいろコンサート ウクレレクリスマス
出演：ホイホイ・レレハーモニー
と　き　12月21日（日） 14:00 ～ 15:00　※参加無料

おもちゃワールド（冬編）
100種類以上のおもちゃが大集合　※要入館料
と　き　12月20日（土）～平成27年1月18日（日）
　　　　9:00 ～ 17:00

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140

12月の休館日：1・8・15・22（月）、24（水）、29〜31（年末）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

共催展 あおや郷土館所蔵 映画ポスター展（邦画編）
と　き　12月5日（金）～平成27年1月25日（日）
ところ　特別展示室　　料　金　一般 300円

おうちだに工房 しめ縄つくり
　お正月に向けて、しめ縄（メガネ型）を作ってみよう！
と　き　12月13日(土）10:00～15:00
ところ　城下町とっとり交流館 高砂屋（大工町）
参加費　100円　　定　員　先着20人

鳥取市合併10周年記念 スタンプラリー抽選会＆お餅つき
と　き　12月27日（土）10:00～
ところ　1階ロビー

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060

12月の休館日：1・8・15・22（月）、29〜31（年末）
常設展入館無料　　開館時間　9:00〜17:00

クリスマスはり絵
　クリスマスをモチーフにした貼り絵を作ります。
と　き　12月6日（土）・7日（日）
　　　　10:30～、13:30～（所要時間約1時間）
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

消しゴムハンコで年賀状づくり
　ハガキをすいて、消しゴムハンコで年賀状を作ります。
と　き　12月7日（日）・14日（日）13:30～
ところ　多目的ホール　　参加費　500円（材料代）
定　員　各回10人　※要予約

祝い鶴　　　折り紙を使った工作体験です。

と　き　12月20日（土）・21日（日）
　　　　10:30～、13:30～（所要時間約1時間）
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

12月の休館日：1・8・15（月）、16（火）、22（月）、24（水）、29〜31（年末）
※12月28日（日）は17:00で閉館します

入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

宇宙ふしぎ探検「ふたご座流星群を観察しよう」
　毎年恒例の「ふたご座流星群」を観察します。
と　き　12月13日(土)・14日(日)19:30 ～ 21:00
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
定　員　40人　※要予約
持ち物　防寒着、レジャー用アルミマットなどをご持参

ください。ピーク予想は12月14日(日)21:00頃。

クリスマス謝恩コンサート
　男声アカペラコーラスの心温まるクリスマスソング
などをお楽しみください。
と　き　12月13日(土)17:00 ～ 18:30
ところ　１階ロビー　　参加費　無料
出　演　アストロシンガーズ、コーラスてるてる
その他　コンサート終了後、宇宙ふしぎ探検「ふたご

座流星群を観察しよう」をおこないます。

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555

12月の休館日：29〜31（年末）

「ジョバンニの島」上映会
　忘れてはいけない物語、アニメ映画「ジョバンニの
島」を県内初上映します。
と　き　12月6日（土）10:00 ～ 12:00
定　員　200人（先着順）　　入場料　無料

鳥取大学吹奏楽団ウィンドアンサンブル
第1回定期演奏会
　「鳥取大学吹奏楽団ウィンドアンサンブル」初めての
定期演奏会。
と　き　12月7日（日）　開演14:00（開場13:30）
入場料　無料

ロマンドール展  -紙粘土・ポルセレーヌ-
～可愛らしさと優しさに包まれて～

　ロマンドールと呼ばれる可愛らしくて夢あふれる紙
粘土人形や磁器人形（ポルセレーヌ）が誘う色彩豊か
な世界へおでかけください。
と　き　12月10日（水）～ 14日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は16:00まで)
　　　　※12月10日（水）　体験有（有料・先着10人）
入場料　無料

　※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。
■鳥取市文化ホール

　 ▽鳥大ギターアンサンブル定期演奏会
　　12月13日（土）16:00～18:00

鳥大ギターアンサンブル（板持）  080-6327-6146

　 ▽第56回鳥大マンドリンクラブ定期演奏会
　　12月20日（土）13:30～16:30

鳥大マンドリンクラブ（松村）  080-1612-0695
■鳥取市民会館

　 ▽ 2014鳥取シティバレエ“眠れる森の美女”
　　12月21日（日）14:00～16:30

鳥取シティバレエ（中川）  0857-24-0702

　 ▽第55回鳥大混声合唱団フィルコール定期演奏会
　　12月23日（火祝）14:00～16:00

鳥大混声合唱団フィルコール（山口）  090-6775-5725

問い合わせ先　鳥取市文化団体協議会
 0857-20-0515（水・木・土・日・祝日は除く）

　市 民 文 化 祭  12 月開催

鳥取市民会館 掛出町 12
 0857-24-9411

12月の休館日：16（火）

萩咲く頃に
　あの日を境にバラバラになっ た
家族　もつれた糸をほどいて ——
と　き　12月14日（日）
　　　　開演 16:00（開場 15:30）
ところ　鳥取市民会館 大ホール
出演者　音無美紀子、大和田獏 ほか
入場料　全席自由　前売4000円（当日4500円）

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

12月の休館日：1・8・15・22（月）、24（水）、29〜31（年末）
入館料：無料　開館時間　9:00〜17:00

共催展 あおや郷土館所蔵 映画ポスター展（洋画編）
　あおや郷土館が所蔵
する映画ポスター・パン
フレットのコレクショ
ンのうち、1970年代～
80年代の洋画を主にご
紹介します。青春時代
がよみがえるかも!?
と　き　12月13日（土）～平成27年1月12日（月祝）

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

と　き　12月21日（日）～平成27年2月2日（月）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 

たい妖毛筆アート 楽想書展 〜心に…ピッ ! 〜

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780

12月の休館日：1・8・15・22（月）、24（水）、29〜31（年末）
入館料：23日まで一般400円、65歳以上100円、高校生以下無料
　　　　25日〜28日　企画展準備のため入館無料

展覧会「生誕100年 音楽家、伊福部昭」12月23日（火祝）まで開催
展覧会「旧美歎水源地 水道施設パネル展」

お正月寄せ植えづくり
　万葉集の歌にも多く詠まれた松・竹・梅などの花
木を用いて、新しい年を迎えるにふさわしい寄せ植
えづくりをします。
と　き　12月7日（日）10:00 ～ 12:00
ところ　エントランスホール
参加費　2500円　※要予約　　定　員　25人

冬の薬膳料理教室
　お正月にむけた体にやさしい料理を作ります。
と　き　12月13日（土）9:30 ～ 12:00
ところ　国府町中央公民館調理室
講　師　井上美智子さん（薬膳料理研究家）
参加費　800円（材料費）　※要予約
定　員　15人　　※エプロン・三角巾持参
主催：国府町地産地消文化財活用実行委員会
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