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

7月の休館日：15（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

開館記念日7日は入館無料！
20周年記念式典＆ミニコンサート開催（10:00 〜）

開館20周年記念特別展

ときめき！木の形と音あそび展
　木のパーツがころころ、ゆらゆら♪動きと音を楽し
む、樋

ひぐちかずなり

口一成さんとつちやあゆみさんの大きな作品
と　き　7月20日（月祝）まで　　※要入館料

にじいろコンサート

歌のボランティアグループ「松
まつかさ

笠」
　ノーズフルート、複音ハーモニカ、ギターの演奏
と　き　7月4日（土）13:00 〜 13:40　  ※参加無料

ケーナ・オカリナサマーコンサート
　南米の音楽や日本の歌を演奏
と　き　7月25日（土）14:00 〜 15:00　※参加無料

おもちゃと遊びの企画展「おもちゃの国ドイツ」関連イベント

ドイツの遊び体験隊
　ドイツ人のシュトルさんからドイツの遊びを教え
てもらおう！
と　き　7月11日（土）13:30 〜 14:30　※参加無料
対　象　小学生以上　　定　員　20人（先着順）

つくつく工房 電動糸のこを知ろう！
　機械をつかった木工作に挑戦。めざせ糸のこマスター！
と　き　7月20日（月祝）10:45 〜 /13:15 〜 /14:45 〜

講　師　糸
いと

日
ひ や

谷晃
ひかる

　　料金　要入館料＋材料代500円
対　象　小学生以上（大人も可）
※要申込み：7月4日（土）受付開始

映画上映「うさぎ追いし」
　「ふるさと」をテーマにした映画を初上映。
監督　添

そえたに

谷泰
たいいち

一
と　き　7月24日（金）18:15 〜（20:30終了予定）
※参加無料

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

7月の休館日：6・13（月）、21（火）、22（水）、27（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 七夕の星と天の川を見よう
　今年の七夕は月明かりの影響がなく、街明かりが
ないところでは、天の川も見ることができます。「お
りひめ星」や「ひこ星」の姿を眺めてみましょう。
と　き ７月７日（火）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 雨天曇天時には、プラネタリウムを使って、
七夕の星や天の川について紹介します。

第22回 星まつり
　オープニングのロケット打ち上げをはじめ、プラネ
タリウム、天体観察会、屋台村、各種佐治らしい体験
コーナー、サイエンスショー、ナイトウォークなどを
予定
と　き　7月25日(土）16:00 〜 21:00
参加費　大人600円　小人（3歳以上）300円

夏休み工作教室 キューブパズルを作ろう
と　き　7月19日（日）14:30 〜 15:30
参加費　500円  ※要入館料
定　員　15人  ※要予約
その他　終了後16:00からプラネタリウム投影があ

ります（別途料金が必要）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

7月の休館日：1（水）、2（木）、3（金）、6・13（月）、21（火）、27（月）
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7月1日（水）〜 7月3日（金）は臨
時休館いたします

開館15周年・平成27年度特別展
70年目の夏  昭和の戦争と鳥取
～戦艦武蔵・風船爆弾・歩兵第四十連隊～
　平成27年は戦後70周年を迎える節
目の年です。残された歴史資料を通じ
て昭和の戦争を紹介します。
と　き　7月18日（土）〜
　　　　8月30日（日）
ところ　特別展示室
料　金　一般500円

おうちだに工房  地図作り教室
と　き　7月20日（月祝）、25日（土）、26日（日）
　　　　9:00 〜 12:00　　※少雨決行
ところ　地下研修室、おうちだに公園他
定　員　10人　※要予約
参加料　無料
※3日間すべてに参加できること（グループでの参加

も可）

戦艦武蔵建造日誌
所蔵：三菱重工株長崎造船所

　市 民 文 化 祭  7 月開催
　※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。
■とりぎん文化会館小ホール

　 ▽吟遊村人「いのちの出発（たびだち）2」公演
　　7月17日（金）18:30 〜 19:40

鳥取おやこ劇場（長尾）  0857-24-6680

　 ▽平成27年度支部周年記念吟詠錬成発表大会
　　7月19日（日）12:00 〜 17:00

吟道翔風流日本吟翔会（奥田）  0857-24-7660

　 ▽ゆかた会
　　7月20日（月祝）12:00 〜 15:00

箏・てまり会（佐々木）  090-3889-6450
■鳥取市民会館

　 ▽さざなみ会発表会
　　7月19日（日）11:00 〜 15:30

さざなみ会（西村）  090-2007-6896

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）

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

7月は休館しません

巡回パネル展 オーロラ  - 宇宙からの手紙
と　き　7月3日（金）〜 9月28日（月）9:00 〜 17:00

関連イベント オーロラを描いてポストカードを作ろう
と　き　8月2日（日）・23日（日）
　　　　10:00 〜 11:30/14:00 〜 15:30

関連イベント 光の不思議を実験しよう
と　き　8月9日（日）・30日（日）
　　　　10:00 〜 11:30/14:00 〜 15:30
※巡回パネル展・コラボイベントの入場料と参加料は無料

夏休みこども実験室 電気の不思議
と　き　7月26日（日）10:00 〜 11:00
参加費　無料

木製壁掛け時計を作ろう
と　き　7月19日（日）10:00 〜 11:30/14:00 〜 15:30
参加費　1000円

オルゴールを作ろう
と　き　８月１日（土）10:00 〜 11:30/14:00 〜 15:30
参加費　1000円

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

7月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

企画展 因州和紙でつくる 自然と人々のくらし
　折り紙、ちぎり絵、和紙の花で「鳥取市西部地域の
山陰海岸ジオパーク自然と人々のくらし」を表現した
作品展
と　き　7月4日（土）〜 9月13日（日）
観覧料　一般300円、小・中・高校生150円

因州和紙折り紙体験
と　き　7月25日（土）10:00 〜 /13:30 〜
参加料　300円（材料代）　定員　各回15人※要予約
講　師　和紙おりがみの会郷の華

因州和紙ちぎり絵体験
と　き　８月１日（土）10:00 〜 /13:30 〜
参加料　300円（材料代）　定員　各回20人※要予約
講　師　青谷ちぎり絵教室

ペーパーウエイトづくり
と　き　7月5日（日）・12日（日）10:00 〜 /13:30 〜
参加料　100円（材料代）　定員　各回5人　※要予約

わくわく夏休み体験 コウゾを叩いて雲
うんりゅう し 

竜紙を作ろう
　夏休みの自由研究におすすめ
と　き　7月18日（土）〜 20日（月祝）
　　　　8月毎週日曜10:00 〜 11:30
参加料　500円（材料代）　定員　各回5人　※要予約

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 

7月は休館しません
開館時間　9:00 〜 18:00

鳥取山草同好会  第9回納涼山野草展
　「訪れる人にひとときの涼しさを届けたい」と“涼”を
テーマに丹精込めて仕立てた山野草作品展
と　き　7月8日（水）〜 7月10日（金）
　　　　10:00 〜 17:00（最終日は16:00まで）
入場料　無料

関連イベント  草玉講習会
と　き　7月8日（水）11:00 〜 12:00
参加料　700円（山野草5種含む）
定　員　20人　※要予約

The 9th Music Revolution X 風街LIVE 2015
と　き　7月12日（日）13:30 〜 18:00（開場13:15）
入場料　300円

七夕ライブ
　アコースティックギター演奏と、幅広いジャンルの
バンド演奏による鳥取大学フォークソング部のライブ
と　き　7月19日（日）13:00 〜 18:00
入場料　無料

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

7月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

ゆらりん工房  和紙あかり展
　因州和紙とあかりを融合させた遊楽隣工房の作品を展示
と　き　7月4日（土）〜 8月30日（日）
ところ　髙砂屋  西蔵

関連イベント  和紙あかりづくり
体験①　小中学生（小学生低学年は保護者同伴）
と　き　8月9日（日）10:00 〜
参加料　600円(材料代）　定員　15人※要予約・先着順
体験②　大人（高校生以上）
と　き　8月9日（日）13:30 〜
参加料　2500円(材料代）　定員　15人※要予約・先着順

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

7月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

鳥取城講座（初級編） 中世編（江戸時代までの鳥取城）
　近年、城跡への関心も高まっている鳥取城について
の講座を3回に分けて開催（残りの2回は8月開催予定）
と　き　7月26日（日）午後
ところ　2階 謁見の間


