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

5月の休館日：20（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

※5月2日（土）〜 6日（水振）は8:00 〜 17:00

おもちゃと遊びの企画展

昭和、子供のあそび
森菊五郎イラスト展
　おばあちゃんのぽたぽた焼きなど
を手がけるイラストレーター。
と　き　開催中～ 5月31日（日）
※要入館料

なつかしのわらべ倶楽部（春編）
　童謡唱歌とレクリエーションで、心も体もリフレッシュ。
と　き　5月12日（火）13:00 ～ 15:00
対　象　60歳以上　　※参加無料、要申込み

開館20周年記念事業

蓄音機の散歩道 ～ SPレコードコンサート～
　1930年代のイギリス製蓄音機の音色をお楽しみく
ださい。
と　き　5月16日（土）14:00 ～ 16:00　　※無料
※未就学児の入場はご遠慮ください。

国際博物館の日記念

おもちゃのアクションシーン！
　昭和30、40年代のブリキの動物たちがうごいたら!?
と　き　5月17日（日）14:00 ～ 14:30　　※無料

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 

5月は休館しません
開館時間　9:00 〜 18:00

Cheer for Fukushima～福島に応援を～
　鳥取市内の小中学校に勤務する外国語指導助手(ALT)
達が、福島の児童養護施設へ寄付を募るために、美味し
い外国のランチとお楽しみステージでおもてなしをし
ます。みんなで鳥取から福島に応援を、届けましょう!!
と　き　5月24日(日)11:00 ～ 17:00
入場料　無料（但し、飲食は別途）

ハッピーウクレレ倶楽部 ウクレレ発表会
　教室ごとの練習成果を発表します。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ぜひ、楽しんで
ください。
と　き　6月7日(日)13:00 ～ 15:30
入場料　無料

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

5月の休館日：7（木）、11・18・25(月)
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00
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画展
　墨と日本顔料を指や爪、手のひ
らを筆のように使い描く、中国で
唐の時代から伝わる指画の作品展
と　き　6月21日（日）まで
観覧料　一般　　　 300円
　　　　小中高校生 150円
日本人唯一の指画家濱田珠鳳さんによる
ギャラリートーク・指画実演・指画体験
と　き　6月7日（日）

ギャラリートーク　13:30 ～
ところ　企画展示室
※要観覧料
指画実演　14:00 ～
ところ　エントランスホール　　※観覧無料
指画体験　14:30 ～
ところ　工作コーナー　　※参加無料・要予約
定　員　各15人

　
※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。
■鳥取市福祉文化会館

　 ▽第48回春の山草展
　　5月9・10日（土・日）9:00 ～ 17:00（最終日16:00）

鳥取山草同好会（田中）  0857-53-3689

　 ▽班入り植物と野生ラン展
　　5月9・10日（土・日）9:00 ～ 17:00（最終日15:00）

いなば草友会（垣屋）  0857-53-4760
■ギャラリーあんどう

　 ▽第7回ラコンテ作品展
　　5月9日（土）～ 13日（水）10:00 ～ 18:00（最終日17:00）

絵画グループラコンテ（山本）  0858-72-0789
■鳥取市民会館

　 ▽キッズバレエナカガワ鳥取シティイバレエパフォーマンス発表会
　　5月10日（日）13:00 ～ 16:00

鳥取シティバレエ（中川）  0857-24-0702

　 ▽第15回こーらす萌の会ファミリーコンサート
　　5月24日（日）14:00 ～ 15:40

こーらす萌の会（田子川）  0857-26-2475
■さざんか会館

　 ▽第27回民謡松弘美会発表会「民謡ふるさとめぐり」
　　6月7日（日）13:00 ～ 15:00

民謡松弘美会（佐藤）  0857-22-1516

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  5 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

5月の休館日：7（木）、8（金）、11・18（月）、19（火）、25(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 見え始めた土星を見よう
　今シーズンの見ごろが始まった土星を、103㌢望
遠鏡などで観察します。
と　き　5月29日（金）～ 31日（日）20:00 ～ 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　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、会議室で土星の紹介をし
た後、プラネタリウムで土星や春の星座な
どの紹介をおこないます。

青谷上寺地遺跡
展示館

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

5月の休館日：7（木）、11・18・25（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

お城山展望台
河原城

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

5月の休館日：7（木）、11・18・25(月)
入館料：無料　開館時間 10:00 〜 18:00（4 〜 9月：土曜日は19:00）

入館は、閉館時刻の30分前まで

甲冑展 〜戦国・江戸・幕末の逸品揃い踏み〜 5月17日（日）まで開催

日本赤十字社チャリティーイベント  河原城 春の大茶会
お茶席　　一服300円（お菓子付）　※雨天時は館内
と　き　5月2日(土) 表千家宗弘会　   10:00 ～ 15:00
　　　　　　3日(日) 鳥取大学茶道部・鳥取環境大学無国籍茶道部
ところ　河原城イベント広場
ステージイベント（戦国＆ファミリーステージ）
　備州岡山城鉄砲隊や鳥取敬愛高校なぎなた演武、忍者ショー、
地域ヒーローショー、ロケットくれよん、バザーなど
と　き　5月2日（土）　※ステージは雨天中止
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冑大試着体験会
と　き　5月4日（月）～ 6日（水）10:00 ～ 15:00
ところ　河原城イベント広場　※雨天時は館内
※東日本大震災の募金にご協力お願いします。

体験観光  三色アスパラの収穫体験
　昨年好評の三色アスパラ収穫体験を行います。採れ
たてのアスパラで畑のレストラン（試食）も楽しめます
と　き　5月31日（日）10:00 ～ 12:00頃
ところ　鳥取市河原町中井
参加費　1500円　　定員　10人

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

5月の休館日：7（木）、11・18・25（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
しの

ぶ  5月24日（日）まで開催

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

5月の休館日：7（木）、11・18・25（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

★5月17日（日）は国際博物館の日につき入館無料
企画展「鳥取東照宮の宝物」 5月17日（日）まで開催

雅なる絵巻の世界 −國學院大學の名品−（仮）
　村上天皇を祖に持つ、名門貴族久
我家旧蔵の源氏物語をはじめとする
國學院學学が誇るコレクションの一
部を展示します。
と　き　5月23日（土）～ 6月21日（日）
ところ　特別展示室　　料　金　無料

やまびこクイズ・オリエンテーリング
　マップを手がかりに、やまびこ館と樗谿公園のどこ
かにかくされたクイズに答えよう！上位入賞者には、
素敵なプレゼントが!?
と　き　5月17日（日）10:00 ～ 12:00
ところ　鳥取市歴史博物館・樗谿公園
※参加無料、要予約、定員30人、少雨決行

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

5月の休館日：7（木）、11・18・25(月)
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

髙砂屋歳時  端午の節句
　髙砂屋近隣の方々 から借用・寄贈し
ていただいた鯉のぼり、五月人形を展示
と　き　5月6日（水）まで　　ところ　髙砂屋2階全室

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

5月の休館日：7（木）、11・18・25（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

鉄道写真展「風光鉄道」Ⅱ 5月31日（日）まで 開催

創作木工  木の掛時計作り
　あたたかな木の素材をそのまま
に、好きなデザインの時計を作成
します。
と　き　5月30日（土）13:30 ～ 17:00
講　師　松田信和さん（上地木工倶楽部）
参加料　2500円　　材料代　3000円～

走れ！鉄道模型
　80分の1サイズのHOゲージ蒸気機関車の模型が走
ります。
と　き　5月30・31日（土・日）　　※見学無料

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

5月の休館日：7（木）、11・18・25（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

仁風閣フォトコンテスト2014展示
　「仁風閣とその周辺」をテーマとしたフォトコンテス
トの応募作品を一同に展示します。
と　き　6月14日（日）まで　　ところ　2階 陳列所

仁風閣の日（5月10日）誕生フェア
　仁風閣が完成したのが明治40年5月10日。この日
にあわせ、ギャラリートークやコンサートを開催いた
します。また、期間限定で喫茶営業を行います。
ギャラリートーク・コンサート
と　き　5月10日（日）10:00 ～　ギャラリートーク
　　　　　　　　　　　13:30 ～　コンサート
ところ　2階 謁見の間　観覧料　無料（要入館料）
喫茶営業
と　き　5月1日（金）～ 10日（日）9:30 ～ 16:30（予定）
　　　　最終日は16:00まで（予定）
ところ　1階 テラス  庭園

ガーデン和カフェ 仁風
と　き　5月10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）

「源氏物語」初音
（國學院大學蔵）


