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鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

8月の休館日：3・10・17・24・31（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

70年目の夏 昭和の戦争と鳥取 〜戦艦武蔵・風船爆弾・
歩兵第四十連隊特攻〜　8月30日(日)まで開催

記念講演会
「戦後70年を迎えて  戦艦武蔵と猪口敏平艦
長を考える」
と　き　8月8日（土）14:00 〜 15:30
ところ　とりぎん文化会館 第1会議室
講　師　戸高一成さん（大和ミュージアム館長）
定　員　200人 ※予約不要・先着順　 料　金　無料

おうちだに工房  竹とんぼつくり
と　き　8月1日(土）10:00 〜 12:00
ところ　地下研修室　　定　員　20人　※要予約
参加料　100円　　　　対　象　小学生〜一般

歴史散策  薬研堀を歩く
と　き　8月23日(日）10:00 〜 12:00　※少雨決行
ところ　鳥取市歴史博物館ロビー集合
定　員　20人　※要予約　　参加料　無料

青谷上寺地遺跡
展示館

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

8月の休館日：3・10・17・24・31（月）
入館無料：開館時間　9:00 〜 17:00

夏の青谷  ぶらりスタンプラリー　8月30日（日）まで開催
ロビー展「弥生人の描いた絵画・文様」 開催中 わらべ館 西町三丁目 202

 0857-22-7070  0857-22-3030

8月は休館しません。8/13 〜 16は8:00から開館
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

童謡・唱歌企画展

戦後70年にふりかえる  唱歌×戦争×童謡
と　き　11月17日（火）まで　　※要入館料
※8月15日（土）14:00 〜
　「戦後70年におくるコンサート」開催

おもちゃワールド（夏編）　　　※要入館料

と　き　前期　8月  1日（土）〜 16日（日）
　　　　後期　8月17日（月）〜 31日（月）

ジャングル☆ジム コンサート
出演：ジャングル☆ジム
と　き　8月9日（日）11:00 〜 11:40　※参加無料

エントランスギャラリー 鉄道模型ジオラマ展
「若桜線・因美線の街並み」
出展：先

さきもと

本廣
こう し 

司　　　　　　　　　　　　※観覧無料
と　き　8月24日（月）〜 9月6日（日）9:00 〜 17:00

ファミリーコンサート テツandトモの♪うたい
たくなるのはなんでだろう♪
出演：テツandトモ
と　き　8月30日（日）15:00 〜 16:00
ところ　鳥取市民会館
※専用チケット
　一般販売　8月1日（土）9:00 〜
　　大人1000円、友の会会員500円
　　3歳以上高校生以下200円
　　3歳未満ひざ上鑑賞は無料（要整理券）

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

8月の休館日：3・10・17・24・31（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　8月30日(日)まで開催

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

8月の休館日：3・10・17・24・31（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

戦後70年〜平和への祈り〜村上しま子人形展
8月30日(日)まで開催

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

8月の休館日：3・10・17・24・31（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）
ところ　2階謁見所　　　対　象　小・中学生
定　員　30人　※予約不要・先着順
鳥取城の歩み ～江戸から明治へ～
と　き　8月2日（日）14:00 〜 15:00
よみがえる鳥取城 ～鳥取城復元計画～
と　き　8月9日（日）13:30 〜 15:00

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　8月16日（日）11:00 〜 16:00
ところ　宝扇庵（仁風閣裏庭の茶室）
体験料　500円

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

8月の休館日：3・10・17・24・31（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

因州和紙でつくる 自然と人々のくらし　9月13日（日）
まで開催
コウゾを叩いて雲

うんりゅう し 

竜紙を作ろう　8月毎週日曜10:00 〜（要予約）

いしもとちとせ
因州和紙ちぎり絵の世界
と　き　8月1日（土）〜 8月30日（日）
ところ　エントランスホール　　観覧料　無料

さかな釣り遊びのおもちゃづくり
　和紙を使ってさかな釣り遊び用のおもちゃを作る。
と　き　８月2日・9日（日）10:00 〜 /13:30 〜
ところ　工作コーナー　　参加料　300円（材料代）
定　員　各回5人　※予約優先

和紙の花づくり
と　き　８月８日（土）10:00 〜 /13:30 〜
ところ　多目的ホール　　参加料　300円（材料代）
定　員　各回20人　※予約優先

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

8月の休館日：24 〜 26（月〜水）、31（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 ペルセウス座流星群を観察しよう
　今年は月明かりの影響がなく、佐治のように街明か
りがないところでは満天の星空の下でたくさんの流れ
星を見るチャンスです。
と　き　8月12日(水) 〜 14日(金）21:30 〜 23:00
参加費　無料
※館内の展示を見学されたり、事前に103㌢望遠鏡で

の天体観察会に参加される場合は別途料金が必要
その他　レジャー用アルミマットや虫よけスプレー、

長そでの防寒着などをご持参ください。
※雨天曇天時は中止

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　8月23日(日)まで
参加費　入館料のみ

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 

8月は休館しません
開館時間　9:00 〜 18:00

まちなか名画シアター  黒沢明監督作品 八月の狂
ラプソディー

詩曲
　長崎の原爆をテーマに、日米ハーフの若者と、お祖
母ちゃんと孫たちとのヒューマニズム溢れた物語
と　き　8月30日（日）14:00 〜（開場  13:00）
入場料　無料

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

8月の休館日：3・10・17・24・31（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

古代の衣食展　8月23日(日)まで開催
まが玉づくり＆万葉衣装試着体験　8月16日（日）まで開催

第18回因幡の傘踊りの祭典
　県東部の傘踊りや手笠踊り
の団体などが、発祥の地鳥取
市国府町に一堂に集います。
　傘踊り体験コーナーやカレー・焼きそばなどの出
店のほか、演技終了後に打ち上げ花火を行います。
と　き　８月22日（土）17:00 〜 20:00
ところ　因幡万葉歴史館 伝承館
※雨天の場合：国府町中央公民館多目的ホール

薬膳講座
と　き　８月9日（日）9:30 〜 12:00
ところ　国府町中央公民館調理室

講　師　井
いのうえ

上美
み ち こ

智子さん（薬膳料理研究家）
定　員　20人　※要予約　　参加料　800円（材料費）
持ち物　エプロン・三角巾

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

8月は休館しません
入館無料　開館時間　9:30 〜 17:30

第1回 城下町鹿野『ゆかた祭り』
　『城下町』の風情を感じながら、『涼』を楽しみます。
浴衣の貸出や琴演奏など、催し盛りだくさん。浴衣着
用の人には特典あり。ゆかたフォトコンテストも開催。
入賞者5人に商品券進呈。
と　き　8月2日（日）13:00 〜 19:00

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

8月は休館しません

鳥取市文化ホール自主事業  原田真二ソロライブ
と　き　8月28日（金）19:00 〜（開場18:30）
入場料　全席指定　前売4000円（当日4500円）
※未就学児の入場は不可

※チケット購
入はお一人
様5枚まで

お城山展望台
河原城

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

8月の休館日：3・10・17・24・31（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

ミニSL展〜中村仙一郎コレクション・蒸気機関車の世界
8月30日(日)まで開催

夏休みものづくり教室
対　象　小学生以上（低学年は保護者同伴）
参加費　800円　　　定　員　各10人
第2弾 オリジナル・ノート作り
　いろいろな種類の紙から好きなものを選んで自分だ
けのオリジナル・ノートを作ろう！
と　き　8月16日（日）13:30 〜 15:30
※上記金額＋500円でイラスト集、写真集の作成可
第3弾 ペーパークラフト動物大集合!!
　陸の生き物から海の生き物、昆虫まで。好きなもの
を選んで設計図やパーツ作りにも挑戦してみよう
と　き　8月30日（日）13:30 〜 15:30

鳥取市民会館 掛出町 12
 0857-24-9411  0857-24-9412

8月の休館日：18（火）

因幡和太鼓の祭典
と　き　8月9日（日）13:30 〜
ところ　鳥取市民会館大ホール
入場料　全席自由1000円
　　　　高校生以下無料　※当日増なし
内　容　和太鼓団体の演奏と書道パフォーマンス
地元出演　県東部で活動中の和太鼓団体
ゲスト　鳥取東高等学校書道部・和太鼓「倭 -YAMATO」


