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

3月の休館日：18（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

おもちゃと遊びの企画展

平成25年度新収蔵資料展
　企画展・常設展に展示していない資料を中心に紹介。
と　き　3月7日（土）〜 3月17日（火）　※無料

トークと歌で綴る高野辰之と岡野貞一
　「ふるさと」の作詞者高野辰之のお話や、岡野貞一作
品を中心としたミニコンサート。
と　き　3月7日（土）14:00 〜　※参加無料・要申込
出　演　小
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美（おはなし・高野辰之記念館元副館長）
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レイルステレオ「アコースティックライブ」
と　き　3月8日（日）15:00 〜 16:00
出　演　レイルステレオ（うた・ピアノ）
　　　　和

わ だ

田有
ありたか

隆（打楽器）　※要入館料

フロイライン・スプリングコンサート
　女声コーラスによる、合唱曲やミュージカルソングなど
と　き　３月29日（日）14:00 〜　　※参加無料

お城山展望台
河原城

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

3月の休館日：2・9・16・23・30（月）
入館料：無料　開館時間：10:00 〜 18:00

たい妖毛筆アート「楽想書展」
　限局性強皮症という難病と闘いながら新しい「楽想
書」という毛筆アートを確立させた、たい妖さんの作
品展。心に感じるまま描かれる書の数々は力強さや優
しさ温かさを感じさせます。
と　き　3月1日（日）〜 4月5日（日）
ところ　河原城2階 イベントホール

農閑期体験 手作り豆腐ランチとかき餅作り
　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　3月15日（日）9:30 〜 15:00頃
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　8人

ものづくり教室 勾玉を作ろう!!
　縄文〜弥生時代魔除けの意味をもつお守り勾玉をア
クセサリとして手作りします。あなたの願いを込めた
オリジナルの勾玉を完成させましょう。
と　き　3月22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

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

3月の休館日：2・9・16・23・30（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『大正末期・昭和初期の記憶遺産  濵﨑少年の見た
「はるかな鳥取」』　3月29日（日）まで開催！

資料を読む ～近代資料編～
　戊辰戦争で亡くなった因州鳥取藩に関係する人々を
弔うためにつくられた招魂社に関する記録資料を読ん
でいきます。
と　き　3月7・14・21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）

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

3月の休館日：2・9・16・23・30（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

優しさつたわる木の贈り物展  3月8日（日）まで 開催

薬膳料理教室
　春をむかえる薬膳を作ります。
と　き　3月8日（日）9:30 〜 12:00
ところ　国府町中央公民館調理室（因幡万葉歴史館集合）
講　師　井

いのうえ

上美
み ち こ

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

万葉の庭散策講座 押し花のコースター作り

と　き　3月22日（日）10:00 〜 12:00
参加費　100円　　※参加自由
※材料がなくなり次第終了します。

カルチャー教室生徒作品展
と　き　3月1日（日）〜 31日（火）
ところ　民俗展示室　※観覧無料

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

3月の休館日：2・9・16（月）、17（火）、23・30（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

宇宙ふしぎ探検 木星を観察しよう
　今シーズン見ごろを迎えている木星を、103㌢望遠
鏡で観察します。木星の撮影にもチャレンジします。
と　き　3月6日(金) 〜 8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　25人　※要予約
その他　雨天曇天の場合は中止します。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。カメラなどの道具は、こちらで
準備したものをお使いいただきます。

宇宙ふしぎ探検 月と金星と木星を観察しよう
　今シーズン見ごろを迎えている木星と、月と金星を
103㌢望遠鏡で観察します。月の撮影にもチャレンジ。
と　き　3月27日(金) 〜 29日(日)19:30 〜 20:30
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　各回40人（宿泊以外の方は事前予約ができ
ません。来館順にチケット発券をします）

その他　雨天曇天の場合は観察会を中止し、プラネ
タリウムを使って見ごろの天体などを説明
します。グループに1台、コンパクトデジ
タルカメラをご持参ください（ 携帯電話や
スマートフォンのカメラは不可）。寒いので、
しっかりとした冬用防寒着をご持参くださ
い。

天体観察会（夜間観望会）
と　き　曜日を問わず19:30 〜
　3月3日(火) 〜 5日(木)：観察条件が良くなってきた

木星を見よう
　3月10日(火) 〜 15日(日)：ウルトラの星M78星雲を

見よう
　3月18日(水) 〜 22日(日)：星の集まりM46を見よう
　3月24日(火) 〜 26日(木)：月のクレーターを見よう
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

※詳しくはホームページでご確認ください。

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

3月の休館日：2・9・16・23・30（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

仁風閣サロンコンサート
カプリス弦楽四重奏団スプリングコンサート
　カプリス弦楽四重奏団による春をテーマにしたクラ
シック音楽をお届けします。
と　き　3月15日（日）13:30 〜（開場13:00）
ところ　仁風閣2階 謁見所

ガーデン和カフェ 仁風
　今年も春の訪れと共に再開、お気軽にどうぞ。
と　き　3月15日（日）11:00 〜 16:00
ところ　宝扇庵 （仁風閣裏庭の茶室）
メニュー　抹茶一服500円（菓子付）

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 

改修工事のお知らせ
　ホール内の改修工事を実施することになりました。
改修工事期間中は、ホールをご利用いただけませんの
でご了承ください。
　なお、休館日は設けず4月以降の利用申込み・お問
い合わせを随時お受けしています。
　大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお
願いいたします。
工事期間　3月2日（月）〜 3月31日（火）

　※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。
■とりぎん文化会館梨花ホール

　 ▽鳥取市少年少女合唱団創立35周年記念定期演奏会
　　4月4日（土）14:00 〜 16:00

鳥取市少年少女合唱団（安養寺）  090-6440-3311
■鳥取市文化センター展示ホール

　 ▽第61回春の椿展
　　4月4日（土）〜 5日（日）9:00 〜 17:00
　　　　　　　　　　　　　　（最終日 15:00まで）
　　鳥取椿の会（池本）  0857-23-7955
問い合わせ先　鳥取市文化団体協議会
  0857-20-0515（木・土・日曜日は除く）

　市 民 文 化 祭  3 月開催

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

3月の休館日：2・9・16・23・30（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　3月22日（日）まで開催

「ステンドグラス風和紙ランプ」づくり
　和紙と白熱球でステンドグラスのようなランプを
作ります（ガラスは使用しません）。
と　き　3月8日（日）・14日（土）・15日（日）・21日（土）
　　　　10:00 〜、13:30 〜（所要時間約2時間）
参加費　1500円（材料代）
定　員　各回5人　※要予約

青谷上寺地遺跡
展示館

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

3月の休館日：2・9・16・23・30（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

2014青谷上寺地遺跡発掘速報展
　平成26年度青谷上寺地遺跡 第16次発掘調査の成果
を報告します。
期　間　3月21日（土）〜 5月31日（日）
ところ　青谷上寺地遺跡展示館ロビー　※観覧無料

ギャラリートーク
　常設展示のリニューアルにともない、ギャラリート
ークを開催します。
と　き　3月7日（土）14:00 〜
ところ　青谷上寺地遺跡展示館常設展示室
参加費　無料
定　員　20人　※申し込み不要、先着順

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

3月の休館日：2・9・16・23・30（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

高砂屋歳時「ひなまつり」　3月5日（木）まで開催

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

3月の休館日：2・9・16・23・30（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  古代山陰道あらわる!!
【発掘調査最前線】　3月22日（日）まで開催

ボタニカルアート、
水彩画、ソフト粘
土、キルト、パッ
チワーク、陶芸


