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

2月の休館日：17（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 ～ 17:00

※2月19日（金）のみ19:30まで開館（最終入館19：00）

鉄道の世界へようこそ
　本物そっくりの鉄道模型のジオラマ展示や運転体験
コーナーなど。
と　き　2月11日（木祝）・13日（土）・14日（日）
　　　　9:00 〜 17:00（14日は16:00まで）
※要入館料

鳥取大学地域学部附属芸術文化センター・わらべ館連携事業

こどもミュージカル ヘンゼルとグレーテル
　鳥大生による親子で楽しめるミュージカル。
出演：鳥取大学ミュージカルⅠ・Ⅱ受講生
と　き　2月19日（金）13:30 〜、18:30 〜
定　員　各回150人　※要入館料、要申込み

プチプチ！ナイトミュージアム
　投影型万華鏡や小さな灯りが導くボードゲームな
ど、暗さを楽しむひと時。
協力：鳥取大学ボードゲーム研究会
と　き　2月19日（金）17:00 〜 17:45
対　象　小学生以上
定　員　20人　※要入館料・申込み

にじいろコンサート 親子で楽しむゴスペル
　鳥取を中心に活動するゴスペルグループ。曲目は

「Oh Happy Day」「いつでも誰かが」他。
出演：あくありぷる with ヤビキNandeeアキコ
と　き　2月21日（日）14:00 〜 14:45　※参加無料

なつかしのわらべ倶楽部（冬編）
　なつかしい童謡・唱歌、流行歌とレクリエーション
で楽しいひととき。
と　き　2月23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
※参加無料、要申込み

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

平成27年度鳥取市文化ホール自主事業

合唱フェスティバル「A
ア マ ー ビ レ

mabile」
　地元合唱団体による合唱祭
と　き　2月14日(日)14:00 〜 16:30
ところ　鳥取市文化ホール
入場料　全席自由  一律500円（小学生以下は無料）
　　　　※未就学児の入場は不可

鳥取市こども科学館「教室作品展」
　陶芸・絵画などの教室作品および教室写真パネルの
展示
と　き　3月1日(火) 〜 13日（日）9:00 〜 17:00
ところ　鳥取市こども科学館 3階 展示スペース

鳥取市こども科学館「第34回マジック発表会」
　マジック教室受講生によるマジックの披露
と　き　3月6日（日）　開場：13:30　開演：14:00
ところ　鳥取市文化ホール　　料　金　無料

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

2月の休館日：1・8（月）、12（金）、15・16（月・火）、22・29（月）
　　　　　　 ※2月7日(日）は17:00で閉館します

入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

第21回 雪まつり
内　容　午前中は「かまくら作り」、午後は雪を使った

イベント（スノーシュー体験、雪像作りなど）
をおこないます。また、プラネタリウム投影
や星座カルタ大会、冬の星座展示など星にち
なんだイベントもおこないます。

と　き　2月7日（日）10:30 〜 15:00
参加費　高校生以上500円、中学生以下200円
　　　　（100円の雪まつり買い物券付き）
持ち物　防寒着、かまくらづくり用スコップなど
※積雪量によっては内容が変更となる場合があります。
※当日は17:00で閉館し、夜間観望会（天体観察会）

はおこないません。

宇宙ふしぎ探検 冬の星座と月を観察しよう
と　き　2月13日(土)18:00 〜 19:00
ところ　こども科学館　　参加料　無料
定　員　30人  ※要予約（電話にてさじアストロパークまで）
持ち物　雨天曇天の場合は室内でお話などをおこない

ます。とても寒いので、しっかりとした冬用
防寒着をご持参ください。

天体観察会（夜間観望会）
と　き　2月2日(火)〜6日(土)、9日(火)〜11日(木祝)、

13日(土)、14日(日)、17日(水) 〜 21日(日)、
23日(火) 〜 28日(日)　19:30 〜

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

※詳しくはホームページでご確認ください。

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

2月の休館日：1・8（月）、12（金）、15・22・29（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

「若桜線開業85周年  若桜鉄道  いまも息づく近代
化遺産」  3月21日（月祝）まで開催

ギャラリートーク（展示解説）
と　き　2 月 7・28 日（日）14:00 〜 15:00
料　金　無料　※予約不要

テーマ講座 山名氏について
と　き　2月6日（土）14:00 〜 15:00
参加料　無料　※予約不要
定　員　20人

資料を読む 近世資料編
と　き　2月13・20・27日（土）14:00 〜 15:30
参加料　無料　 ※要予約
定　員　15人　※全3回受講できること

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 

2月は休館しません　　開館時間　9:00 ～ 18:00

ドキュメンタリー映画 「小さき声のカノン」上映会
　いま、福島の子どもたちは？鎌仲ひとみ監督最新作
の上映会と保養キャンプに関する講演。
と　き　2月7日（日）14:30 〜 16:30（上映会）
　　　　　　　　　　 17:00 〜 18:00（講演会）
　　　　　　　　　　 18:30 〜 20:30（上映会）
入場料　上映会：前売り1000円（当日1200円）
　　　　講演会：無料

e-Tax事前セットアップ研修会
　e-Taxの送信準備はお済ですか？お手持ちのパソコ
ン等を会場へご持参いただければ、e-Taxでの申告に
必要なパソコンの事前準備のお手伝いをします。
と　き　2月9・10日（火・水）10:00 〜 16:00
参加料　無料

すなばスポーツプロジェクト  ワークショップ

すなばスポーツ戦略会議
　ビーチ文化振興協会理事長「朝日健太郎」を招いて、
すなばのスポーツについて語りあう。
と　き　2月10日（水）19:00 〜
参加料　無料　※要事前申込

市民交流ホール

春のスペシャルコラボ展 Vol.3
　春をテーマに様々 なジャンルの素敵な作品、かわ
いい手づくり作品が大集合。日替わりでお楽しみコー
ナーもあります。
と　き　2月24日（水）〜 28日（日）
　　　　10:00 〜 17:00（最終日は15:00まで）
入場料　無料

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

2月の休館日：1・8（月）、12（金）、15・22・29（月）
入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

開館時間  9:00～17:00

書家十人展
　鳥取県在住の書道家10人による書画作品の展示。
と　き　2月14日（日）まで
参加料　無料（常設展示は別途観覧料が必要）
主　催　宝林堂

短歌づくり講座
と　き　2月7日（日）14:00 〜 15:00
ところ　因幡万葉歴史館 オクタゴン
参加料　無料

お城山展望台
河原城

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

2月の休館日：1・8・15・22・29（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

節分・豆まき行事
　町内小学 5 年生の年男・福娘のみなさんの豆まきで、
一年の無病息災を願い、おめでたい獅子舞でお祝いし
ます。また、10㍍の“恵方巻づくり”にも挑戦して、
みんなで“丸かぶり”します。
と　き　2 月 7 日（日）11:00 〜 12:30 頃
ところ　イベント広場特設会場
※“丸かぶり”後、豚汁と福豆を無料配布（限定 100 人）

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

2月の休館日：1・8（月）、12（金）、15・22・29（月）
入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

「第11回 鳥取市児童生徒交流絵画展」2月14
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

2月の休館日：1・8・15・22・29（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

「第12回 因州和紙あかり展」  3月27日（ 日 ）
まで開催

おひなさまづくり
　因州和紙を使った押し絵風のおひなさまづくり。
と　き　2月21・28日（日）10:00 〜、13:30 〜
定　員　各回5人　※要予約
参加料　100円（材料代）

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

2月の休館日：1・8・15・22・29（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 ～ 17:00

高砂屋のお雛さま展
　高砂屋に寄贈していただいたお
雛様と市内のみなさんからお借り
した貴重なお雛様を展示します。
と　き　2月27日（土）〜 3月6日（日）
ところ　髙砂屋2階全室

青谷上寺地遺跡
展示館

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

2月の休館日：1・8・15（月）、22（月）～ 27日（土）、29（月）
入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

【臨時休館のお知らせ】
　展示替え作業のため、臨時休館をします。展示資料
のうち、約50点が入れ替わり、2月28日（ 日 ）より
リニューアルオープンします。
休館期間　2月22日（月）〜 27日（土）


