
各施設催し物の

各施設催し物のご案内

3031 Tottori City News Letter  2015.2 とっとり市報 2015.2

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  0857-27-5154

合唱フェスティバル「Amabile」
　市内で活動する社会人コーラスや合唱団による合唱
祭。今年で7回目を迎える。フィナーレは客席と一緒に、
童謡唱歌の合唱を行う。
と　き　2月15日(日)　開場：13:30　開演：14:00
ところ　鳥取市文化ホール
入場料　500円（小学生以下は無料・未就学児の入場は不可）

無料託児サービスあり（要予約　2月2日（月）
申込締切）

鳥取市こども科学館「教室作品展」
　陶芸・絵画など教室作品および教室写真パネルの展示
と　き　3月1日(日) 〜 15日（日）9:00 〜 17:00
ところ　鳥取市こども科学館 3階 展示スペース

第33回マジックショー
　マジック教室受講生によるマジックの披露
と　き　3月1日（日）　開場：13:30　開演：14:00
ところ　鳥取市文化ホール　　料　金　無料

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

2月の休館日：2・9（月）、12（木）、16・23（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

企画展 濵﨑少年が見た「はるかな鳥取」
と　き　2月7日（土）〜 3月29日（日）
ところ　1階特別展示室
料　金　一般　500円

テーマ講座 時範記ついて
と　き　2月7日（土）　14:00 〜 15:00
ところ　地下研修室　　　 料　金　無料　※予約不要
定　員　20人

資料を読む ～菜
さいとう

刀の手紙
と　き　2月14・21・28日（土）　14:00 〜 15:30
ところ　地下研修室　　　 料　金　無料　※要予約
定　員　15人（全3回受講できること）

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

2月の休館日：2・9・16・23（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

第11回因州和紙あかり展
　全国から公募した和紙の灯り作品を
展示します。
と　き　1月31日（土）〜3月22日（日）
観覧料　一般 300円　小・中・高校生 150円

「ゆらゆらおひなさま」づくり
　丸くて可愛い、押すとゆれる和紙のおひなさまを作ります。
と　き　2月14日（土）、15日（日）、21日（土）
　　　　10:30 〜、13:30 〜（所要時間約30分）
参加費　200円（材料代）
定　員　各回5人　※要予約

「壁掛けおひなさま」づくり
　壁に飾って楽しめる和紙のおひなさまを作ります。
と　き　2月22日（日）、28日（土）
　　　　10:30 〜、13:30 〜（所要時間約1時間）
参加費　200円（材料代）
定　員　各回5人　※要予約

昨年のあかり展会場

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

2月の休館日：2・9（月）、12（木）、16・23（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

第21回旧正月万葉茶会
　吉事の会の皆様によるお抹茶を頂き
ながら旧正月の宴をひらきます。
と　き　2月15日（日）13:00 〜 15:30
参加費　300円　※参加自由
短歌づくり講座
と　き　2月15日（日）14:00 〜 15:00　※参加無料

万葉書き初め展
　子どもの作品を展示します。
と　き　2月15日（日）〜 25日（水）　※観覧無料

優しさつたわる木の贈り物展
と　き　2月28日（土）〜 3月8日（日）　※観覧無料

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

2月の休館日：18（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

いのうえちひろ＆岩本実友貴 二人展
　華麗な衣装をまとう神秘的な表情の人形たち。
と　き　1月31日（土）〜 2月13日(金）
料　金　無料

鉄道の世界へようこそ
　Nゲージジオラマや車両運転体験など。
と　き　2月14日（土）9:00 〜 17:00
　　　　　　15日（日）9:00 〜 16:00　※要入館料

鳥取大学地域学部附属芸術文化センター連携事業

こどもミュージカル「ピーターパン」
と　き　2月20日(金)　①13:30 〜 ②18:30 〜
※当日は19:30まで開館します（最終入館受付19:00）
出　演　鳥取大学学生　※要入館料

ファミリーコンサート
エリックと英語でうたって！おどっちゃおう！
と　き　2月22日（日）11:00 〜 11:50
　　　　（開場10:30）
ところ　鳥取市民会館
※専用チケット発売中　大人1000円、友の会会員500円、

3歳以上高校生以下200円、3歳未満無料（要整理券）

なつかしのわらべ倶楽部（冬編）
と　き　2月24日（火）13:00 〜 15:00
対　象　60歳以上　※参加無料、要申込み

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

2月の休館日：2・9・16・23（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

髙砂屋歳時 ひなまつり
　高砂屋に寄贈・借用していただいた貴重なひな人形
を展示します。
と　き　2月21日（土）〜3月5日（木）
ところ　髙砂屋2階全室

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　3月1日（日）〜 30日（月）
※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 

平成26 年度収蔵品調査支援事業記念展

青谷上寺地遺跡
展示館

青谷町青谷 4064
 0857-85-0841  0857-85-0844

2月の休館日：2・9（月）、12（木）、16（月）、18（水）〜23（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

【臨時休館のお知らせ】
　常設展示をリニューアルするため、臨時休館をしま
す。新たな展示は弥生時代の文様や絵画のコーナーを
充実した内容となります。
期　間　2月18日(水) 〜 22日(日)あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4

・  0857-85-2351

2月の休館日：2・9（月）、12（木）、16・23（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

鳥取市西部地域の埋蔵文化財展
～最新の発掘成果から～

　鳥取西道路関連による発掘調査および
青谷上寺地遺跡の学術調査の最新の情報
などを紹介します。
と　き　2月28日（土）
　　　　〜 3月22日（日）

古代山陰道の発掘現場
（鳥取県埋蔵文化財センター提供）

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 

e-Tax事前セットアップ研修会
　e-Taxの送信準備はお済みですか?お手持ちのパソコ
ンなどを会場へ持参していただければ、e-Taxでの申
告に必要なパソコンの事前準備のお手伝いをします。
と　き　2月12・13日（木・金）10:00 〜 16:00
参加料　無料

市民交流ホール
春のスペシャルコラボ展 Vol.2
　春をテーマにさまざまなジャンルの素敵な作品、か
わいい手づくり作品が大集合。日替わりでお楽しみコ
ーナーもあります。
と　き　2月25日（水）〜 3月1日（日）
　　　　10:00 〜 17:00（最終日は15:00まで）
入場料　無料

鳥取市鹿野往来交流館
「童里夢」

鹿野町鹿野 1353
 0857-38-0030  0857-38-0031

2月は休館しません
入館無料　開館時間　9:30 〜 17:30

食の祭典 ～じげの味
  み りょく

力～
と　き　講演会：2月7日（土）10:00 〜 12:00
　　　　食の祭典：2月8日（日）10:00 〜 15:00
内　容　講演会：「Foodは風土“医食同源”食べて美しく」

　　　　講師：河崎妙子さん
　　　　　　　(カフェ・ダール・ミュゼオーナー）
　　　　定員：50人（要予約）
食の祭典：鹿野地鶏ピヨを中心とした鳥取の地

元食材を使用した料理の出店。その
他サックス生演奏、マジックショー、
つきたて餅のふるまいあり

お城山展望台
河原城

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

2月の休館日：2・9・16・23（月）
入館料：無料　開館時間：10:00 〜 18:00

「節分まめまき行事」2月1日（日）11:00 〜 開催！

ものづくり教室
湖山池のしじみ貝で作る雛人形ストラップ
　湖山池のしじみの貝殻にちりめん布を貼りつけ愛ら
しい男

お

びなと女
め

びなをつくります。
と　き　2月15日（日）13:30 〜 15:00
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

農閑期体験 手作り豆腐ランチとかき餅作り
　　　　モニター募集
　古民家の囲炉裏やかまどで手作り豆腐のランチを作
ります。午後からは「かき餅」作りに挑戦します。
と　き　2月22日（日）10:00 〜 15:00
ところ　平尾豆腐店〜河原町民俗資料館
参加費　2500円　※お土産あり　　定　員　10人

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

2月の休館日：17（火）

シルエット劇場
「花さき山」「つのぶえのうた」「小さな青い機関車」

　舞台いっぱいに光と影の楽しい影絵人形劇
と　き　2月25・26日（水・木）
　　　　10:00 〜、13:00 〜
ところ　鳥取市民会館　大ホール
入場料　500円（3歳以下無料）

※年間行事予定と内容が
変更になりました。


