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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

12月の休館日：7・14（月）、15（火）、21（月）、24（木）、28 〜 31（年末）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

宇宙ふしぎ探検「ふたご座流星群を観察しよう」
　毎年恒例の「ふたご座流星群」を観察します。今回、
月明かりの影響がなく、たくさんの流れ星を見るチャ
ンス
と　き　12月13日(日)19:30 〜 21:00
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

定　員　40人　※要予約
持ち物　防寒着、レジャー用アルミマットなどをご持

参ください（ 寒い時期なので、大げさなくら
いの防寒着でお越しください）。ピーク予想は
12月14日(月)22:00頃。

クリスマス謝恩コンサート
　男声アカペラコーラスの心温まる歌声で、クリスマ
スの夕べをお楽しみください。
と　き　12月20日(日) 15:00 〜 16:30
ところ　１階ロビー　　　参加料　無料
出　演　アストロシンガーズ、コーラスてるてる

「第22回 鳥取市さじアストロパーク星景写
真コンテスト」作品募集
　私たちの身のまわりにある風景と、それを包み込む
星とのかかわりを表現した作品を募集
募集期間　12月1日(火) 〜平成28年1月15日(金)
賞　　　１席：1人（賞金2万円）、２席：1人（賞金5千円）

３席：2人（賞金3千円）、佳作：若干（賞品）、
特別賞：若干（賞品）

発　表　平成28年2月17日(水)ホームページに掲載
※ 平成28年3月16日(水)から入賞作品を館

内に展示予定
※詳しい応募規定などはホームページをご覧いただく

か、電話などで資料をご請求ください。

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

12月の休館日：7・14・21（月）、24（木）、28 〜 31（年末）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

「ちりめん本～昔の絵で見る日本の昔話と文化～」
12月20日（日）まで開催
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之介写真二人展
ギャラリートーク
と　き　12月13日(日) 14:00 〜
ところ　第1展示室

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

12月の休館日：7・14・21（月）、28 〜 31（年末）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

Inshu washi art
和紙に描く 和紙で描く 海と山のいきものたち
　青谷の懐かしい景色と、動物たちなどを因州和紙に
描いた、青谷町出身のイラストレーター おくむらの
りこさんの作品展
と　き　12月6日（日）まで　　観　覧　無料

鳥取書道女流選抜展 青谷展
　鳥取県東部を中心に活躍する女性書道家27名によ
る書道作品展
と　き　12月5日（土）〜 12月23日（水祝）
観　覧　無料

消しゴムハンコで年賀状づくり
　ハガキを8枚漉いて、消しゴムハンコなどで年賀状
を作ります。
と　き　12月6・13日（日）13:30 〜
定　員　各回10人　※要予約
参加料　500円（材料費）

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

12月の休館日：16（水）、29 〜 31（年末）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

わらべ館開館20周年記念事業
クリスマスわくわくコンサート
　クリスマスソング、パネルシアターで気分はもうク
リスマス

出演：松
まつ だ 

田千
ち え

絵（うた）、名
な わ

和美
み え

絵（ピアノ）
と　き　12月12日（土）14:00 〜 14:45　※参加無料

コトリンゴ Live tour2015
～雪めぐりとクリスマス～
　柔らかな歌声のシンガーソングライ
ターが、今年も登場
と　き　12月13日（日）15:00 〜 16:00
定　員　先着180人　※要入館料

にじいろコンサート
イングリッシュ・ハンドベル クリスマスコンサート
　ブロンズ製のベルで奏でるクリスマス

出演：C
カ リ ヨ ン

allion S
スィス

ix　　※参加無料
と　き　12月20日（日）14:00 〜 15:00

にじいろコンサート ウクレレクリスマス
　曲目は「ジングルベル」「きよしこの夜」他
出演：ハッピーウクレレハーモニー　　※参加無料
と　き　12月23日（水祝）14:00 〜 15:00

ドイツのおもちゃ
クリスマスピラミッドのともしび
　ろうそくの炎の熱で回るクリスマスの小世界
と　き　12月24・25日（木・金）
　　　　11:30 〜 12:00/15:00 〜 15:30　※参加無料

お城山展望台
河原城

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

12月の休館日：7・14・21（月）、28 〜 31（年末）
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

ものづくり教室
クリスマスオリジナル・リース作り
　自然素材のツタやかずらをベースに作る、オリジナ
ルのクリスマスリース作り。お好みによって、シンプ
ルで素朴なものから、色鮮やかな木の実やモールなど
を使った華やかなものまで作ることができますよ！
と　き　12月13日（日）13:30 〜 15:30
参加料　800円　　定　員　10人　※要予約

ものづくり教室 お正月のしめ飾り作り
　新年は、手作りの“しめ飾り”で歳神様をお迎えし
ましょう。
と　き　12月20日（日）13:30 〜 15:30
参加料　800円　　定　員　10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 

12月の休館日：29 〜 31（年末）
開館時間　9:00 〜 18:00

オトナ女子のための
クリスマス・ワークショップ in パレット
と　き　12月5・6日(土・日)

●5日（土）13:30 〜 16:00
「グラスアートで彩るクリスマス」

●6日（日）10:30 〜 11:30
「フレッシュ・グリーンを使ったクリス

マス・スワッグづくり」
●6日（日）13:30 〜 15:30

「初めての飾れるクリスマスカードづくり」
定　員　いずれも定員20人　※有料・要事前申込

鳥取大学落語研究会 天狗寄席
と　き　12月12・13日（土・日） 開演 12:30（開場 12:00）
入場料　無料

まちなか名画シアター 岡本喜八監督作品「助太刀屋助六」
と　き　12月20日（日） 開演 14:00（開場 13:00）
入場料　無料

鳥キッズコーラスミニコンサートvol.2
～おもいでのクリスマス～

と　き　12月23日（水祝）14:00 〜 15:00
入場料　高校生以下：無料　大人：500円

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

12月の休館日：7・14・21（月）、24（木）、28 〜 31（年末）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

「ひろげてみよう ながめてみよう あるいてみよう
絵図のセカイ」  平成28年1月17日(日)まで開催

おうちだに工房
ハンコつくり
と　き　12月5日（土）10:00 〜 12:00、14:00 〜 16:00
定　員　各30人　※要申込み
参加料　石材500円・ゴム300円
※彫刻刀を使用します。
コマつくり
と　き　12月12日(土）10:00 〜 12:00
ところ　城下町とっとり交流館 高砂屋
定　員　20人　※要申込み
参加料　100円

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

12月の休館日：7・14・21（月）、24（木）、28 〜 31（年末）
入館料：一般300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します。
と　き　12月19日（土）〜平成28年1月17日（日）
観　覧　無料（常設展示は別途観覧料が必要）
主　催　史跡鳥取藩主池田家墓所保存会

お正月寄せ植えづくり
　松・竹・梅などの花木を用いて、新しい年を迎え
るのにふさわしい寄せ植えづくりです。
と　き　12月13日（日）10:00 〜 11:00
講　師　八木谷生花店
参加料　2500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

12月の休館日：10（木）
入館無料　開館時間　9:30 〜 17:30

～そばできてほしい～ 全国そばグルメ博
　全国のそば食べ比べ、そば加工品販売、そば粉を使用
した料理（菓子含む）コンテスト、そば打ちの実演など
と　き　12月13日（日）10:00 〜 15:00
※そば粉を使用したコンテストの出品応募は要事前申込み

【作品部門最優秀賞】
「揺れ動く提灯」
撮影：大田茂樹

【フォト575部門最優秀賞】
「明日の夢  語りつくせぬ  秋日和」

撮影：谷岡幸江

「父の肖像」

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

12月の休館日：7・14・21（月）、24（木）、28 〜 31（年末）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

「小林聖心女子学院小学校絵画展」
12月6日（日）まで開催

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

12月の休館日：15（火）、29 〜 31（年末）

バレエ くるみ割り人形《全幕》
　クリスマス・イブの夜に繰り広げられる不思議な物語
と　き　12月20日（日）開演14:00（開場13:30）
入場料　Ｓ　席　4000円　　Ａ　席　3500円
　　　　Ｂ　席　1500円（各席当日500円増）
　　　　親子席　6000円（当日7000円）


