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あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

4月の休館日：6・13・20・27（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

郷土館ゆかりの作家を偲ぶ
　郷土館の所蔵する美術・書道作品のうち、近年亡
くなられた、館にゆかりの深い作家のみなさんの作
品を紹介します。
と　き　4月11日（土）～5月24日（日）　※観覧無料　※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。
■中電ふれあいホール

　 ▽春の盆栽展
　　4月10日（金）～ 12日（日）9:30 ～ 17:00（最終日15:00）

鳥取盆栽会（田中）  0857-23-1819
■とりぎん文化会館 展示室

　 ▽日本画あじさいの会35周年記念展
　　4月23日（木）～ 30日（木）9:00 ～ 17:00（最終日15:00）

日本画あじさいの会（吉田）  0857-22-6211
■鳥取市文化ホール

　 ▽第28回ヴォーカルコンサート
　　4月29日（水・祝）14:00 ～ 16:00

桜声会（鶴崎）  0857-28-8086
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  4 月開催

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

4月の休館日：6・13・20（月）、21（火）、27（月）、30（木）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

宇宙ふしぎ探検 皆既月食と満天の星空を見よう
　2014年10月8日(水)以来、半年ぶりの皆既月食で
す。ただ、今回は地球の影の端を月が通るので、地
球の影に完全に隠れる「皆既」という状態が12分しか
ありません。その時には満月が輝きを失い、佐治で
は満天の星空も見ることができます。
と　き　4月4日(土)　19:00 ～ 23:00
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

その他　雨天曇天の場合、会議室などで月食のお話
や春の星座の紹介などを行います。コンパ
クトデジタルカメラやビデオカメラを持参
されると、月食の撮影もおこなえます。（撮
影専用の望遠鏡を１台準備します）

プラネタリウム 今夜の星空生解説 ・
     番      組      ワンピース プラネタリウム
　４人の専門職員が最近の星空の見どころなどをわ
かりやすく紹介。４月は「北斗七星」をたよりに春の
星たちがたどれます。
　後半は、昨年夏に好評だった「ワンピース プラネ
タリウム」が復活。ワンピースでしか味わえないハ
チャメチャ で笑いあふれる星座解説や、プラネタ
リウムならではの臨場感でワンピースの名シーンの
数々を展開します。星空や宇宙のおもしろさを、ワ
ンピースの世界観満載の豪快さと笑いと感動でお送
りします!!
と　き　6月14日(日)まで
　　　　平　　日　10:30 ～、14:00 ～、16:00 ～
　　　　土･日･祝　10:30 ～、12:30 ～、14:00 ～、16:00 ～
※団体貸切などで開始時刻が上記と変わる場合があ

ります。詳しくはホームページでご確認ください。
参加費　大人(高校生以上)600円
　　　　小人(小中学生)　200円　

※入館料と観望料

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 

4月は休館しません
開館時間　9:00 〜 18:00

パレットとっとり祝10周年 〜本通商店街感謝のおもてなし〜

　「まちなか水族館」にアザラシ・ペンギン・カメが遊
びに来ます。エサをあげたりさわったり、他にもお友
達がたくさん待っているよ。
と　き　4月4日(土)10:00 ～ 16:00　※無料
定　員　100人　※先着順、アザラシのエサやり体験のみ

Wonder Gate vol.12
　年齢・ジャンルを問わず、会場にいる全員が気軽に
楽しめるライブイベント。
と　き　4月12日(日)15:00 ～ 20:00（開場14:45 ～）
料　金　一般：1000円、学生：500円

ハッピーウクレレ倶楽部鳥取・姫路ウクレレ交流会
　童謡唱歌からジャズ・ポップスなど幅広いジャンル
の楽曲を、ウクレレの優しい音色と趣向をこらした演
奏で、新たな魅力が楽しめます。
と　き　4月19日(日)11:00 ～　※無料

フォークレボリューション　Vol.28
〜東日本大震災救援チャリティーコンサート〜
　春の風にのせて贈るフォークアコースティックライ
ブ。癒しのひとときを過ごしましょう。
と　き　4月26日（日）17:30 ～ 21:00（開場17:00 ～）
入場料　1000円　(1ドリンク付き)

M
ミ ク

IQコンサート 山本外科内科主催

　とっとりふるさと大使でもあるM
ミ ク

IQのコンサート。
懐かしい歌の数々をお届けします。
と　き　5月6日(水・振)
　　　　14:00 ～ 15:00（開場13:30 ～）　※無料

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

4月の休館日：6・13・20・27（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

第16回 西いなば再発見フォトコンテスト入賞作品展
　入賞作品を因州和紙に印画して展示します。
と　き　4月19日（日）まで　　※観覧無料

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

4月の休館日：6・13・20・27（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

巡回展　関西レイルウェイフォトグラファーズサークル

鉄道写真展「風光鉄道」Ⅱ
　鉄道写真約100点を展示。山陰
線や、全国の四季折々に彩られた
沿線を駆け抜ける列車の雄姿と、
臨場感をお楽しみください。
と　き　4月25日（土）～ 5月31日（日）
ところ　民俗展示室　　※無料

万葉人に変身！まが玉づくり＆万葉衣装体験
　まが玉をつくって、衣装を着て、
万葉集の時代にタイムスリップ！
記念写真も進呈します。
と　き　4月25日（土）～
　　　　　　5月6日（水）
ところ　エントランスホール　　　参加費　500円

撮影　赤樫翔太

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

4月は休館しません
入館無料　開館時間　9:30 〜 17:30

桜舞う鹿野城下de逢いたい 桜
はる

の陣
じん

　鹿野城下でスイーツを楽しみながら、新たな出逢い
みつけませんか？
と　き　4月12日（日）　　　定　員　男女各30人
対　象　▷男性：25 ～ 45歳で鳥取市内在住の独身の人

▷女性：25 ～ 40歳で独身の人
参加料　▷男性：3000円　▷女性：2000円
申込方法　チラシの応募用紙に必要事項を記入の上、

ファクシミリか郵送でお申し込みください
申込締切　4月5日（日）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

4月の休館日：6・13・20・27（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 鳥取東照宮の宝物（仮）
　平成27年（2015）は、江戸幕
府初代将軍・徳川家康の没後400
年にあたります。当館のある樗谿
公園（上町）内には家康をまつる鳥取東照宮が鎮座して
おり、節目を迎える今年、鳥取東照宮を紹介する展覧
会を開催します。御神輿も展示します。
と　き　4月17日（金）～ 5月17日（日）
ところ　特別展示室 他　　　料　金　一般300円

青谷上寺地遺跡
展示館

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

4月の休館日：6・13・20・27（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 5月31日（日）まで 開催

オリジナル勾玉づくり 〜あなたなら何色に染めますか〜

　滑石で勾玉をつくって、好きな色に染めてオリジナ
ル勾玉の完成。
と　き　5月2日（土） ①  9:30 ～11:00
 ②13:30 ～15:00
　　　　5月3日（日） ①  9:30 ～11:00
 ②13:30 ～15:00
ところ　青谷上寺地遺跡展示館ロビー
料　金　高校生以下無料、一般400円
定　員　各20人
※要予約　4月18日(土)～26日(日)に電話にて受付
　先着順

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

4月の休館日：15（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料

開館20周年・ヘッセン人形博物館との姉妹館交流20周年記念事業展

和紙の心－わらべのうた
　懐かしいこどものあそびや、わらべうたの世界を表
現した和紙人形展（出展：駒

こ ま ど り か い

鳥会）。
と　き　4月1日（水）～ 14日（火）
　　　　9:00 ～ 17:00　※無料

おもちゃとあそびの企画展

ワンだふるニャ！犬と猫のおもちゃ展
　おもちゃの世界のいろいろな犬と猫たち。
と　き　4月4日（土）～6月7日（日）
　　　　9:00 ～ 17:00　※要入館料

童謡・唱歌企画展 生誕100年 保田正 展
　倉吉市関金生まれの童謡作曲家を紹介。
と　き　4月16日（木）～7月14日（火）
　　　　9:00 ～ 17:00　※要入館料

ギゴブロックランド
　台湾のオシャレなブロックをつな
げて、まわして、組み立てよう。
と　き　4月25日（土）～30日（木）
　　　　9:00～17:00　※要入館料

お城山展望台
河原城

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

4月の休館日：6・13・20・27（月）
入館料：無料　開館時間：10:00 〜 19:00

たい妖毛筆アート「楽想書展」 4月5日（日）まで 開催

甲冑展 〜戦国・江戸・幕末の逸品揃い踏み〜

と　き　4月12日（日）～ 5月17日（日）
ところ　河原城2階 イベントホール

ものづくり教室 ばね口ポーチづくり
　小物入れや小銭入れとしてお使いいただけるむかし
懐かしい「ばね口ポーチ」を作ります。
と　き　4月19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

フリーマーケット出店者募集！
5月2日（土）茶会にて　※詳細は河原城へ


