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

9月の休館日：16（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

おもちゃづくり体験
　オリジナル工作キットでおもちゃをつくろう。
と　き　9月の土日祝日（5日を除く）9:00 〜 17:00
　　　　（最終受付  16:00）　　　　　　※要入館料

ジオラマ展運転体験
ちびっこ運転士になってみよう
　運転士さんになって、列車を走らせてみよう。
と　き　9月6日（日）11:00 〜 12:00/14:00 〜 15:00
※整理券15人、各回30分前配布、参加無料

にじいろコンサート リトルバードドリームコンサート
～ゴスペルからディズニーメドレーまで～
　ゴスペル、童謡、ポップスを一緒に楽しみましょう。
出演：リトルバード
と　き　9月13日（日）14:00 〜 14:50　※参加無料

ロケットくれよん☆ファミリーコンサート
出演：ロケットくれよん
と　き　9月19・20日（土・日）10:30 〜
定　員　各回先着180人　　　※要入館料

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

9月の休館日：7・14（月）、15（火）、24（木）、25（金）、28（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

第21回  月まつり
　月を愛でるとともに、佐治ならではの体験メニュー
やお茶会、屋台コーナー、プラネタリウム、月見だん
ご早食い大会、抽選会などをおこないます。
と　き　9月26日(土）16:00 〜 21:00
参加費　高校生以上600円、中学生以下300円（100

円の月まつりお買い物券付き）
※実際の中秋の名月は9月27日（日）です。

プラネタリウム
「今夜の星空生解説」・番組「太陽系火山めぐり」
　前半は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します。後半はコンピュータ･グ
ラフィックスなどを使った番組で、地球以外の太陽系
の天体にある、いろいろな火山について紹介します。
と　き　9月16日（水）〜 12月27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

お城山展望台
河原城

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

9月の休館日：7・14（月）、24（木）、28（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

ニシオ  トミジ作品展「輪廻（りんね）」
　永遠のテーマ「命のぬくもり」を追い続ける、河原
町出身の抽象画家・ニシオ  トミジさんの作品展
と　き　9月5日（土）〜 10月4日（日）

ものづくり教室 折り紙教室
　いつもと違う折り紙アートを体験しませんか？
と　き　9月20日（日）13:30 〜 15:30
ところ　河原城2Fイベントホール　 参加料　800円
定　員　10人（小学生以上）  ※要予約

河原城  月見会
　「神話舞隊カミアリージャー」やキッズダンス＆コン
サート、夜は郷土芸能やお月見コンサートで盛り上が
ろう！ぜんざいの振る舞いやバザーもありますよ。
と　き　9月27日（日）15:00 〜 20:20頃
ところ　河原城イベント広場

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

9月の休館日：7・14（月）、24（木）、28（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

ジオパーク追加認定1周年記念展
山陰海岸ジオパークの魅力
　西いなばのジオサイトや山陰海
岸ジオパーク写真コンテスト入
賞作品など、世界認定1周年を記
念してジオパークの魅力を紹介。
と　き　9月12日（土）〜 11月8日（日）

青谷まちあるき
　青谷町内（青谷地区）の寺社や石碑などを歩いてめ
ぐります。
と　き　10月3日（土）14:00 〜
参加料　無料　　　定　員　20人 ※要予約

倉元里彩 陶芸体験教室
　青谷町出身の陶芸家・倉元里彩先生の指導のもと、
てびねりやろくろでお茶碗などを作ります。
と　き　10月4日(日)10:00 〜（対象：中学生以下）
　　　　　　　　　　13:30 〜（対象：高校生以上）
参加料　1000円　　定　員　各15人 ※要予約因幡万葉歴史館 国府町町屋 726

 0857-26-1780  0857-26-1781

9月の休館日：7・14（月）、24（木）、28（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

企画展 土器の枕 ～枕に眠る古代因幡の人びと～
　古墳時代、山陰地方で独特な、古墳の埋葬に使われ
た土器についてとりあげます。
と　き　9月19日（土）〜 11月3日（火祝）
観覧料　一般  400円（高校生以下無料・65歳以上100円）

組紐づくり
　織り方や編み方について楽しみながら体験。奈良や
平安時代の衣装について考えます。
と　き　9月21日（月祝）10:00 〜 15:00
参加料　一般 300円（絹糸の場合 1000円）
※予約不要、材料がなくなり次第終了

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

9月は休館しません

鳥取市文化ホール開館 35 周年
桂塩鯛と米朝一門精鋭の会
　桂米朝一門で四代目「桂塩鯛」と若手4人による落語会
と　き　9月27日（日）14:00 〜（開場13:30）
ところ　鳥取市文化ホール
入場料　全席指定　前売3200円（当日3700円）
　　　　※未就学児（6歳未満）の入場は不可

連携事業  コズミックカレッジ
　プラネタリウム観覧・水ロケット発射実験・科学工作など
と　き　10月12日（月祝）9:00 〜 16:00
ところ　さじアストロパーク（鳥取市文化センター集合）
対　象　小学3年生〜 6年生
定　員　26人  ※先着順　　　受講料　500円

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

9月の休館日：7・14（月）、24（木）、28（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

第8回池田家墓所写真コンクール作品展
　コンクールに応募された作品の一部を展示。鳥取藩主
池田家や史跡鳥取藩主池田家墓所の様子も紹介します。
と　き　9月5日（土）〜 10月18日（日）
ところ　仁風閣2階  陳列所

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　9月20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

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

9月の休館日：7・14（月）、24（木）、28（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

特別展 荒木又右衛門と鳥取 〜伊賀越え仇討始末〜

　江戸時代の講談・歌舞伎などで人気を博した、三大仇討
の一つ「鍵屋の辻の決闘」を浮世絵や伝来資料を通して紹介。
と　き　9月12日（土）〜 10月25日（日）
ところ　特別展示室　　　料　金　一般 500円

歴史散策 荒木又右衛門の足跡をたどる
と　き　9月19日(土）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　実費（100円バス乗車賃、拝観料）

鳥取市・岩国市姉妹都市提携20周年記念パネル展
天正九年 〜吉川経家と鳥取城の戦い〜

　吉川経家と天正9年の鳥取城攻めについて紹介します。
と　き　9月26日（土）〜 10月12日（月祝）
ところ　地下フリースペース　　　観覧料　無料

テーマ講座 鳥取県再置について
と　き　9月12日（土）14:00 〜 15:00
ところ　鳥取市歴史博物館地下研修室
定　員　20人  ※予約不要　　　参加料　無料

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

9月の休館日：7・14（月）、24（木）、28（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

企画展 ちぎり絵展 ～和紙の愉しみⅦ～
と　き　9月19日（土）〜 11月23日（月祝）
ところ　企画展示室
観覧料　一般 300円　小・中・高校生 150円
　　　　※20人以上は20%割引
ちぎり絵体験
と　き　9月27日（日）10:00 〜、13:30 〜
講　師　森

もり

文
ふみ え 

江さん（鳥取和紙ちぎり絵サークル代表）
定　員　各15人  ※要予約 　参加料　1000円（材料代）

みんなで、ちぎり絵の大作を作ろう
　会期中、来館者に原画にしたがって色和紙を貼っても
らいます。ちぎり絵の大作をみんなで完成させましょう。
参加料　無料

あかり展ワークショップ
と　き　11月29日（日）まで
ところ　体験工房、多目的ホールなど
参加料　2000円（出品料・和紙材料代） ※要予約

ロビー展 因州和紙剪画展
　首都圏の剪画作家数名による因州和紙を使った剪画

（切り絵）作品展
と　き　9月1日（火）〜 17日（木）　　観覧料　無料

ロビー展 因州和紙に描く昭和の顔 有名人似顔絵展
　青谷町在住の似顔絵作家 宮本栄一さんの作品展
と　き　9月19日（土）〜 10月12日（月祝）　観覧料　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 

9月は休館しません
開館時間　9:00 〜 18:00

第 10 回 明治・鳥洋わくわく絵てがみ展
　「見て楽しい」「描いてうれしい」絵てがみで季節の変化
を感じてください。楽しいプレゼント企画もあります！
と　き　9月9日（水）〜 9月13日（日）
　　　　10:00 〜 17:00（最終日は16:00まで）
※一日絵てがみ教室　9月13日（日）13:30 〜 15:30
　　　　　　　　　　（無料・事前予約要）
入場料　無料

Wonder Gate vol.14
　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　9月27日(日)16:00 〜 20:00（開場15:45 〜）
料　金　一般 1000円、学生 500円

『トリピーとなかまたち』
  撮影：谷口咲友さん
  　　　（小学１年生）

★「とっとり県民の日（9 月 12 日（土）」協賛として、入館無料になる施設があります。
詳しくは各施設にお問い合わせください。


