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

10月の休館日：5（月）、13（火）、14（水）、19（月）、20（火）、26（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

天体観察会（夜間観望会）
　103㌢望遠鏡を使った星空観察会　※晴天時のみ
と　き　土曜　　 19:00 ～、20:00 ～
　　　　土曜以外 19:30 ～
●二重星アルビレオ、星の大集団Ｍ15、ドーナツ星雲（※

月明かりがあると見づらい）などが見ごろ。10月21
日（水）～ 27日（火）は「月」が見ごろ、10月2日（金）
～ 16日（金）は「満天の星空」を見るチャンス

参加料　大人(高校生以上)600円
　　　　小人(小中学生)　200円　

※入館料と観望料

その他　休館日以外の晴天時は観察会を実施。雨天曇
天時は観察会を中止し、プラネタリウム室な
どで見ごろの天体を紹介。

※団体貸切やイベントなどで開始時刻が変わる場合が
あります。詳しくはホームページでご確認ください。

期間展示 アストロ宇宙写真展
　103㌢望遠鏡などでとらえた、美しい宇宙の写真を
展示
と　き　12月18日（金）まで
参加料　入館料のみ

青谷上寺地遺跡
展示館

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

10月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
入館無料：開館時間　9:00 ～ 17:00

青谷ようこそまつり 小物づくり
　プラバンで小物をつくります。
と　き　10月17日・18日（土・日）
　　　　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
参加料　無料　※申込不要

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

10月の休館日：21（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 ～ 17:00

おもちゃと遊びの企画展 おもちゃ絵ってなんだ?
　図鑑や工作の台紙のような役割を持つ紙のおもちゃ展
と　き　12月6日（日）まで　※要入館料

エントランスギャラリー
模型で考える“戦後70年”と鳥取
　戦争と鳥取のつながりを模型とともに紹介
と　き　10月4日（日）～ 18日（日）
出品：小川周作　※観覧無料

童謡・唱歌講演会
歌と映像でつづる日本の子どもの歌とあそびの変遷
と　き　10月18日（日）14:00 ～ 16:00
講　師　早川史郎（語りとあそび）、田中久美子（うたとピアノ）
定　員　120人　　参加料　無料　※要申込

ものづくりひろば vol.2
と　き　10月31日・11月1日（土・日）10:00 ～ 15:30
　　　　（ワークショップ最終受付　14:30）
ところ　わらべ夢ひろば　※雨天中止
参加料　材料代　※入場無料

なつかしのわらべ倶楽部（秋編）
と　き　10月6日（火）13:00 ～ 15:00
講　師　尾前加寿子、鎌谷眞里子
対　象　60歳以上　　定　員　180人
参加料　無料　※要申込

お城山展望台
河原城

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

10月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
入館料：無料  開館時間  10:00 ～ 18:00　入館は、閉館時刻の30分前まで

押し花ランプシェード展
　心癒される押し花と、ランプの灯りの温かくて柔ら
かな、ロマンチックな空間をお楽しみください。
と　き　10月18日（土）～ 11月29日（日）
ランプシェード作り
　素朴な流木や和紙、押し花を使ったオリジナルのラ
ンプシェードを作ります。
と　き　10月25日（日）13:30 ～ 15:30
定　員　10人　　参加料　2500 ～ 8000円

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

10月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

「土器の枕展」11月3日（火祝）まで開催

ドキドキ器づくり（作品製作または絵付）
と　き　10月12日（月祝）9:30 ～ 12:00
講　師　鳥取因幡焼　三木健太郎さん
定　員　15人　※要予約　　参加料　1000円
※汚れてもよい服装でご参加ください。作品は後日、

焼成後に取りに来ていただきます。

万葉フェスティバル in 鳥取 第18回万葉集朗唱の会
　参加者全員が万葉衣装を着て、大伴家持が詠んだ歌
470余首をリレー方式で朗唱します。パレード、万葉
食の出店、万葉茶席、地産地消コーナーなどもあります。
と　き　10月18日（日）9:00 ～ 13:00
参加料　無料
※同時開催「第16回曲水の宴」
と　き　11:00 ～ 12:00　　参加料　無料
ところ　因幡万葉歴史館 万葉と神話の庭
※雨天の場合はオクタゴンにて短歌教室を行います。

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 

10月は休館しません
開館時間　9:00 ～ 18:00

第10回マチナカ学園祭 in PALETTE
　高校生の作品展示と各日日替わりでのパフォーマン
ス。人気の湖陵高校加工品販売もあります。
と　き　10月10日（土）～ 12日（月祝）10:00 ～ 17:00
　　　　※入場無料

第6回 秋の山野草パレット展
　秋の山野草の展示と種や苗などの販売も実施。
と　き　10月17・18日（土・日）10:00 ～ 17:00
　　　　（最終日は16:00まで）　※入場無料

自然に添う健康生活　体験型講演会
　薬に頼らず一生健康で生きるためにあなたにできる
ことがあります。体験してみませんか？
と　き　10月25日(日）14:00 ～ 16:00
入場料　300円

鳥取JAZZ2015 〜5周年記念オープニングコンサート
と　き　10月31日（土）14:00 ～ 17:00
入場料　無料
鳥取JAZZ写真展
と　き　10月31日・11月1日（土・日）
親子参加型ワークショップ
と　き　11月1日（日）

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

10月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

「池田家墓所写真コンクール作品展」
10月18日（日）まで開催

秋の仁風閣フェア
サロンコンサート 〜菊池ひみこ JAZZコンサート〜
と　き　10月25日（日）13:30 ～ 16:00

写真撮影ワークショップ 〜池本喜巳写真撮影ワークショップ〜
と　き　10月31日（土）1部 座学10:00 ～、
2部 撮影会13:30 ～、3部 フィルムスライドショー 19:00 ～
定　員　1・2部  通して30人（要予約）　 3部  50人
トークイベント
〜この日、仁風閣で文化賞受賞者が喜びを語る〜
　鳥取市文化賞に焦点をあてたトークイベント
と　き　11月3日（火祝）11:00 ～ 12:00

期間限定 〜仁風閣カフェテラスオータムスペシャル〜
と　き　10月23日（金）～ 11月3日（火祝）
　　　　10:00 ～ 16:00　※10月26日（月）は休館

小林聖心女子学院小学校絵画展
　修学旅行でやって来た兵庫県宝塚市の小林聖心女子学
院小学校6年生の旅の思い出をスケッチした作品を展示
と　き　10月24日（土）～ 12月6日（日）

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　10月18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

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
 0857-85-2351

10月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（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」11月8日（日）まで開催

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

10月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

切り絵を作ろう
と　き　10月18日（日）・25日（日）10:00 ～、13:30 ～
定　員　各回5人  ※要予約　　参加料　300円

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

10月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 ～ 17:00

展覧会 大工町髙砂屋写真展
　大工町の歴史を紹介したパネルを展示
と　き　10月3日（土）～ 11月29日（日）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

10月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

「荒木又右衛門と鳥取 〜伊賀越え仇討始末〜」
　　　　　　　　  10月25日（日）まで開催

「鳥取市・岩国市姉妹都市提携20周年記念パネル展」
　　　　　　　　  10月12日（月祝）まで開催

記念講演会 「吉川史料館収蔵資料にみる吉川経家」
と　き　10月3日（土）14:00 ～ 15:30
講　師　原田史子さん（吉川史料館学芸員）
定　員　70人　　参加料　無料

記念講演会 講談「決戦・鍵屋の辻
　　　　　　  〜荒木又右衛門三十六人斬り！〜」
と　き　10月11日（日）
　　　　14:00 ～ 15:30
ところ　とりぎん文化会館
　　　　第1会議室
講演者　旭堂南海さん
定　員　先着200人  ※予約不要　　料　金　無料

やまびこクイズ・オリエンテーリング
と　き　10月25日（日）10:00 ～ 12:00  ※少雨決行
ところ　鳥取市歴史博物館・おうちだに公園
定　員　30人  ※要予約　　参加料　無料

パネル展 鳥取市・郡山市姉妹都市提携10周年パネル展（仮）
と　き　10月24日（土）～ 11月8日（日）
ところ　地下フリースペース　　観覧料　無料

テーマ講座 荒木又右衛門と鳥取〜伊賀越え仇討始末〜

と　き　10月24日（土）14:00 ～ 15:00
定　員　25人  ※要予約　　参加料　無料

伊賀越乗掛合羽仇討図（館蔵）


