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

6月の休館日：17（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00～ 17:00

わらべ館を塗った左官さん
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　わらべ館の塗りや装飾を手がけた
岡田さんが鏝絵で描く童謡の風景
と　き　5月30日（土）～ 6月21日（日）
　　　　9:00 ～ 17:00　　　※観覧無料

新感覚紙芝居 ”よしととひうた” がやってくる！
　子どもも大人も一緒に楽しめる紙芝居と音楽のコ
ラボレーションライブ
と　き　6月7日（日）10:30 ～ 11:20　※要入館料

さわやかDay楽団コンサート
　結成10周年を迎える、障がいが
ある人たちによるコンサート
と　き　6月14日（日）13:30 ～
※要入館料

おもちゃと遊びの企画展  おもちゃの国ドイツ
　おもちゃ大国ドイツのおもちゃ、姉妹館ヘッセン
人形博物館との交流を紹介
と　き　6月18日（木）～ 9月6日（日）9:00 ～ 17:00
※要入館料

開館20周年記念事業  ともしび歌声コンサート
　“歌声喫茶ともしび”と一緒に歌うコンサート
と　き　7月2日（木）14:00 ～ 16:00（開場13:30）
ところ　とりぎん文化会館小ホール
料　金　500円（全席指定）　※専用チケット発売中
※未就学児の入場はご遠慮ください

あおや郷土館 青谷町青谷2990-4
・  0857-85-2351

6月の休館日：1・8・15・22・29（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

郷土のカメラマンによる写真展2015
　鳥取市の気高・鹿野・青谷地域在住・在勤の写真
愛好家の方が撮影・制作した四季の風景や人物など
の写真作品を展示します。
と　き　6月13日（土）～ 7月12日（日）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町88
 0857-23-2140  0857-23-2149

6月の休館日：1・8・15・22・29（月）、30（火）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

☆館内くん蒸のため6月29日（月）～7月3日（金）
は臨時休館いたします

雅なる絵巻の世界 -國學院大學の名品-  6月21日（日）
まで開催

講演会  源氏物語絵を読む
と　き　6月13日（土）
　　　　14:00 ～
ところ　1階特別展示室
参加料　無料
定　員　60人程度
講　師　針本正行さん（國學院大學文学部教授）
※14:00 ～ 16:00の間一部展示がご覧いただけなく
なります。予めご了承ください。

夜間開館
　ホタルの飛翔にあわせて夜間開館を行います。常設
展示室は閉室します。
と　き　5月26日（火）～6月3日（水）18:00～22:00
料　金　無料

竹取物語絵巻
（國學院大學図書館蔵）

お城山展望台
河原城

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

6月の休館日：1・8・15・22・29（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

郷土作家現代美術作品展
　河原地域で活動する芸術家のみなさんの力作を展示
します。洋画・日本画・写真・陶芸など幅広い作品を
お楽しみください。
と　き　5月23日（土）～7月12日（日）
ところ　河原城2階イベントホール

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

6月の休館日：1・8・15・22・29（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

傘踊り体験講座
　ホンモノの因幡傘踊
りを月2回の講座で体得
し、8月に開催される「因
幡の傘踊りの祭典」への
出演をめざしませんか？（上達度によって、出演は決
まります。また参加を強制するものではありません。）
と　き　6月10日・24日、7月8日・22日、
　　　　8月5日・12日（水）16:00 ～ 17:30
講　師　国府町因幡の傘踊り保存会のメンバー
対　象　年齢、男女は問いません

※長い柄の傘を使い、激しい振付も含まれ
る踊りです
※子ども用の傘も用意しています

定　員　6人（途中参加可能）　※要申込み

キルトのある暮らし展
　ベッドカバー、タペストリー、小物など普段の暮
らしの中にあるキルト作品160点を紹介
と　き　6月6日（土）～27日（土）
ところ　民俗展示室　　観覧料　無料
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　市 民 文 化 祭  6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

6月の休館日：1・8・15（月）、16（火）、22・29（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

期間展示 夏休みの自由研究・工作はこれだ！
　星や宇宙に関連した自由研究や工作について紹介
します。夏休みの自由研究や工作の参考にしてくだ
さい。
と　き　6月17日（水）～ 8月23日（日）
参加費　入館料のみ
その他　6月14日（日）までは「平成26年度成果発表」

をおこなっています。

宇宙ふしぎ探検

月と金星と木星の接近を見よう・写そう
　夕方の西空で月、金星、木星の3つの明るい天体が
並んで輝きます。この絶好のチャンスを観察すると
ともに、撮影にもチャレンジします。
と　き　6月20日（土）19:30 ～ 20:15
参加費　入館料のみ
定　員　30人　※要予約
その他　雨天曇天の場合は中止。20:30からは103㌢

望遠鏡での観察もおこないます（別途料金が
必要）。デジカメをご持参ください。

プラネタリウム 今夜の星空生解説
番組 宇宙はノンストップ
　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。
と　き　6月17日（水）～ 9月13日(日)
　　　　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

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目121
・  0857-26-3595

6月の休館日：1・8・15・22・29（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  6月14日（日）まで開催

サロンコンサート（初夏）
出演：鳥取サクソフォンクラブ
と　き　6月28日（日）13:30 ～ 14:30
ところ　2階 謁見の間

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 

6月は休館しません
開館時間　9:00 ～ 18:00

鳥大寄席
　2、3年生の落語をはじめ4月から仲間に加わった新
入生の元気な漫才を披露。全員が一丸となってお客様
に精一杯「笑い」をお届け致します。
と　き　6月20・21日（土・日）開演12:30
　　　　（開場 12:00・終演予定 16:00 ～ 16:30）
入場料　無料

第5回絵てがってん
～ 7地区公民館「絵てがみ教室」合展～
岩倉、津ノ井、面影、若葉台、湖山、醇風、東郷の教室合同展
と　き　6月25日（木）～ 28日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は16:00まで）
入場料　無料

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

6月の休館日：1・8・15・22・29（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

十指連心で描く濱田珠鳳指画展  6月21日（日）まで開催

オリジナルうちわづくり
　因州和紙であなただけのうちわを作ります。
と　き　6月14日（日）・21日（日）
　　　　1日2回（10:00 ～ /13:30 ～）
参加料　400円　※要予約

KAMI婚式にはがきづくり
　金箔・銀箔を混ぜた原料でハガキを作り、結婚式で
お世話になった方へのお礼状として使いましょう。
と　き　6月2日（火）～30日（火）
参加料　500円　※要予約

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

6月の休館日：11（木）
入館無料　開館時間　9:30 ～ 17:30

第2回「豆京都」 食の祭典 ～じげの味
  み りょく

力～
　鳥取の地元食材を使用した料理の出店（約30店舗）
つきたて餅のふるまいやお楽しみ抽選会、その他にも
催しあり
と　き　6月28日（日）10:00 ～ 15:00

　※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。
■鳥取市文化センター展示ホール・文化活動ひろば

　 ▽第36回文団協作品展
　　6月13日（土）～ 19日（金）9:00 ～ 17:00

鳥取市文化団体協議会（橋本）  0857-20-0515
■鳥取市文化ホール

　 ▽創立40周年記念　吟と舞発表大会
　　6月21日（日）10:00 ～ 15:30
神心流尚道館鳥取地区鳥取吟詠会（邨上）  0857-28-3297

■中電ふれあいホール

　 ▽彩展
　　6月12日（金）～ 17日（水）9:30 ～ 17:30

グループ彩（米澤）  0857-22-8721

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）

 最終日（16:00 ）


