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お城山展望台
河原城

河原町谷一木 1011
 0858-85-0046  0858-85-1946

1月の休館日：2〜3（年始）、5（月）、13（火）、19・26（月）
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

吉祥・水墨画展 ～髙橋重友先生の白寿を祝って～

　毎年恒例の水墨画展。今年は髙橋重友先生の白寿
を祝い作品を展示します。
と　き　1月1日（木祝）～ 2月22日（日）
ところ　河原城2階 イベントホール

生活便利エコ教室 
空き缶リメイク 冬の寄せ植えインテリア植物
　空き缶が素敵な寄せ植えインテリアへ大変身！あ
なただけのおしゃれな癒し空間を演出しましょう。
と　き　1月18日（日）13:30 ～ 15:30
ところ　河原城2階 イベントホール
参加費　800円　　定　員　10人　※予約制

節分まめまき行事
　町内の小学5年生の年男・年女のみなさんの豆ま
きで、一年の無病息災を願い、おめでたい郷土芸能
でお楽しみください。
と　き　2月1日（日）11:00 ～
ところ　河原城イベント広場 特設ステージ
※先着200人にぜんざいと福豆を無料配布します。

恵方占い 福を招いてステキな自分へ！
　占い師の先生があなたの今年の恵方を占います。
と　き　2月1日（日）10:00 ～ 15:00
　　　　※予約制、時間制限あり
ところ　河原城3階 フリースペース　鑑定料　無料

わらべ館 西町三丁目 202
 0857-22-7070  0857-22-3030

1月の休館日：1（年始）、21（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

おもちゃワールド(冬編)1月18日（日）まで開催

おもちゃと遊びの企画展
干支の郷土玩具-未たちとの遭遇
　全国のいろいろなひつじの姿を紹介。
と　き　3月17日（火）まで　※要入館料

童謡・唱歌企画展 中国地方の音楽家たち
　各県2人ずつ、選りすぐりの詩人・作曲家を紹介！
と　き　2月17日（火）まで　※要入館料

関連コンサート 「中国地方 うた散歩」（山陽編）
と　き　1月25日（日）14:00 ～　※要入館料

おもちゃワールド デコスイーツ体験
　本物そっくりのデコスイーツマグネットをつくろう。
と　き　1月12日（月祝）10:00 ～ 17:00
　　　　（最終受付16:30）
講　師　おもちゃ王国スタッフ
対　象　年長以上

※小学3年生以下は要保護
者同伴

参加費　入館料+材料代（1個300円）

白うさぎの会「親子で楽しむお話の世界」
　パネルシアター「おばあさんとこぶた」、人形劇「つ
りばしゆらゆら」　ほか　※要入館料
と　き　1月31日（土）・2月1日（日）11：00 ～

あおや和紙工房 青谷町山根 313
 0857-86-6060  0857-86-6061

1月の休館日：1〜3（年始）、5（月）、13（火）、19・26（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00〜17:00

因州和紙フェア 
「第10回新春書初め大会」入賞作品展
と　き　1月10日（土）～ 18日（日）
観　覧　無料

鳥取書道代表十人展　青谷展
　鳥取を代表する書道家十人の作品展。
と　き　1月15日（木）～ 21日（水）
観　覧　無料

因州和紙で和凧づくり
　昔ながらの和凧を作り、自由に絵や文字などを描
き凧揚げをします。
と　き　1月17・18日（土・日）13:30～
参加費　500円（材料代）
定　員　各10人　※要予約

パレットとっとり
市民交流ホール

弥生町 323-1
 0857-39-2555  0857-39-2550 

1月の休館日：1〜3（年始）

田舎料理教室 ～パレット出張版～
　“ホクホク！ふわふわ♪体をやさしくあっためる昔
ながらの冬メニュー”という献立テーマで「むかごご
飯」や「呉汁」「かるかん」など次世代に伝えていきた
い素朴な料理を作ります。
と　き　1月15日（木）・16日（金）・17日（土）
　　　　10:00 ～ 13:00
定　員　各日15人　※要申込（先着順）
参加費　1000円

　
※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

　 ▽第16回キラキラ☆コンサート
　　1月25日（日）14:00～16:00

キラキラ☆楽団（濱谷）  080-3887-1603
■鳥取県立博物館展示室

　 ▽第38回鳥取書道連盟展
　　2月5日（木）～8日（日）9:00～17:00（最終日15:00）

鳥取書道連盟（中野）  0857-25-1122
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  1 月開催

鳥取市民会館 掛出町 12
 0857-24-9411  0857-24-9412

1月の休館日：20（火）

HANAGATA狂言会 in 鳥取
出演者　茂山正邦、茂山宗彦、茂山茂、
　　　　茂山逸平、茂山童司
演目予定　太田マサル、狛犬、狸山伏、裸大名
と　き　1月31日（土）開演 16:30（開場 15:45）
ところ　鳥取市民会館 大ホール
入場料　全席指定
　　　　　一等席：2500円　二等席：1800円
　　　　　大学生以下：500円（一等席・二等席より選択可）

因幡万葉歴史館 国府町町屋 726
 0857-26-1780  0857-26-1781

1月の休館日：1〜3（年始）、5（月）、13（火）、19・26（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

組
くみひも

紐づくり
　簡単な組紐をつくりま
す。色とりどりのブレス
レットやストラップができ
あがります。
と　き　1月10日（土）～ 12日（月祝）
　　　　10:00 ～ 15:00　※材料がなくなり次第終了
参加費　500円／絹糸1000円　※入館料含む

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351 

1月の休館日：1〜3（年始）、5（月）、13（火）、19・26（月）
入館料：無料　開館時間　9:00〜17:00

～気高・鹿野・青谷の子どもたちによる～
第10回 鳥取市児童生徒交流絵画展
　気高・鹿野・青谷町
の小中学生と、青谷高
校美術部の生徒が制作
した美術作品を展示。
と　き　1月17日（土）
　　　　～ 2月15日（日） 昨年の展示の様子

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　1月3日（土）～1月12日（月祝）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 

七福神巡りスタンプラリー
プレゼントあり!

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

1月の休館日：1〜3（年始）、5（月）、13（火）、19・26（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

あおや郷土館所蔵 なつかしの映画ポスター展
（きらめきの邦画編） 1月25日（日）まで開催

映画上映会＆中島貞夫監督トークイベント
　「真田幸村の謀略」［1979/東映］148分
と　き　1月17日（土）13:00～17:15
ところ　1階特別展示室
参加費　無料（要入館料）　  定　員　70人  ※要予約

さじアストロパーク 佐治町高山 1071-1
 0858-89-1011  0858-88-0103

1月の休館日：1〜3（年始）、5（月）、13・14（火・水）、19・20（月・火）、
26（月）　※1月4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 金星と水星の接近を観察しよう
　夕方の西南西10度くらいの場所で大接近する金星
と水星を観察（角度で40分）。デジカメを持参すれば
撮影にもチャレンジできます。
と　き　1月10日（土）
　　　　17:00 ～ 17:20　今回の現象についての説

明・デジカメでの写し方
の説明（室内）

　　　　17:25 ～ 18:00　外での観察と撮影（屋上）
ところ　鳥取市こども科学館
参加費　無料
定　員　30人　※要予約（ 予約受付は鳥取市さじア

ストロパークでおこないます）
その他　雨天曇天の場合は室内でお話などをおこな

います。とても寒いので、しっかりとした
冬用防寒着をご持参ください。

プラネタリウム番組
オーロラの魅力、2015年天文現象の見どころ
　専門職員が最近の星空の見どころなどを紹介。
と　き　1月6日（火）～ 3月8日（日）
　　　　平　　日　10:30 ～、14:00 ～、16:00 ～
　　　　土日祝日　10:30～、12:30～、14:00 ～、16:00 ～
※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）

中電ふれあいホール　ギャラリーの案内
1月9日（金）〜14日（水）
◆2015写真部・美術部ジョイントウインター作品展
1月16日（金）〜21日（水）
◆神鍋マラソン写真展　◆雪道情報パネル展
1月23日（金）〜1月28日（水）
◆鳥取聾学校写真展・作品展

※入館無料
問 中電ふれあいホール（鳥取市片原一丁目201）

 0857-22-0354　開館時間：9:30 ～ 17:30
　 休館日：毎週月曜日・年末年始（12月27日～1月5日）
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