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お城山展望台
河原城

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

4月の休館日：4・11・18・25（月）
入館料：一般250円　　開館時間 9:30 ～ 18:00（土曜日は19:00）

※入館は閉館時刻の30分前まで

冒険家・中尾和則写真展 vol.6
会期延長につき5月8日（日）まで開催

フリーマーケット出店者募集！
　春の大茶会会場バザーブースの出店者募集。
開催日　5月4日（水祝）10:00 ～ 15:00
ところ　河原城イベント広場
※スペース、料金、その他詳細については河原城へお

問い合わせください。

豆腐と油揚げの手作り体験
　作りたて豆腐・油揚げの試食、豆乳の試飲なども。
と　き　4月17日（日）9:30 ～ 12:30頃
ところ　平尾豆腐店（集合：河原町総合支所駐車場）
参加料　1800円　※お土産あり
定　員　10人　※予約制
対　象　小学校高学年～　　持ち物　エプロン

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

4月の休館日：4・11・18・25（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

共催展 第35回記念中国七宝協会展
　長い歴史、文化とともに歩んだ七宝
の優美な輝きと培われた技術、現代の
地域美術工芸としての七宝作品約90点
を紹介。
と　き　4月23日（土）～ 5月15日（日）
料　金　無料
主催：中国七宝協会

　

　市 民 文 化 祭  4 月開催
※当月（8日以降）分と翌月（7日まで）分の情報を掲載し

ています。当月（7日まで）分は前月号をご覧ください。
■鳥取市文化センター展示ホール

　 ▽映画「先祖になる」上映会
　　4月24日（日）14:00 ～ 16:00

鳥取コミュニティシネマ（清水）  080-8907-9293
■鳥取市文化ホール

　 ▽第29回ヴォーカルコンサート
　　4月24日（日）14:00 ～ 17:00

桜声会（村田）  0857-23-9867
■中電ふれあいホール

　▷第105回春の盆栽展
　　4月29日（金祝）～ 5月1日（日）10:00 ～ 17:00

鳥取盆栽会（山本）  0858-88-0826
■福祉文化会館

　▷斑入り植物と野生ラン展
　　5月7・8日（土・日）9:00 ～ 16:00

いなば草友会（垣屋）  0857-53-4760
問い合わせ先　鳥取市文化団体協議会
  0857-20-0515（木・土・日曜日は除く）

青谷上寺地遺跡
展示館

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

4月の休館日：4・11・18・25（月）
入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

ジェルキャンドルづくり
　青谷の美しい海岸でひろった貝殻などを使ったジェ
ルキャンドルづくり。
と　き　4月30日（土）9:30 ～、13:30 ～
定　員　各回20人　
参加料　高校生以下無料、一般500円　※要申込み
受付期間：4月23・24日(土・日）9:00 ～ 17:00
※電話にて受付。申込みが多い場合、電話がつながり

にくいことがございますので、ご了承ください。

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

4月の休館日：4・11・18・25（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

時代を彩る因州和紙似顔絵展
　似顔絵国際大会で優勝、TVチャンピオンなどに出
演された似顔絵画家 宮本栄一さんが描いた、多数の
有名人の似顔絵を因州和紙に印画した作品と、因州和
紙に描いた特大作品などを展示。
と　き　4月23日（土）～ 5月15日（日）
観覧料　一般200円、小・中・高校生100円

似顔絵画家 宮本栄一さんに 似顔絵を描いてもらおう
と　き　4月29日（金祝）10:00 ～ 15:00
　　　　（所要時間約15分程度）
定　員　16人　※要予約、写真持参でも可能
参加料　500円（1回・1人1枚）

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 

4月は休館しません　　開館時間　9:00 ～ 18:00

ハッピーウクレレ倶楽部 鳥取・姫路ウクレレ交流会
　童謡唱歌からジャズ・ポップスなど幅広いジャンル
の楽曲を、ウクレレの優しい音色と趣向を凝らした演
奏で新たな魅力が楽しめます。
と　き　4月17日（日）12:30 ～　　入場料　無料

フォークレボリューション　Vol.29
～東日本大震災救援チャリティーコンサート～
　春の風にのせて贈るフォークアコースティックライブ。
と　き　4月24日（日）17:30 ～（開場17:00）
入場料　1000円　※1ドリンク付き

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

4月の休館日：11・18・25（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

☆4月4日（月）は臨時開館します

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　4月17日（日）
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

4月の休館日：4・11・18・25（月）
入館無料　　開館時間　9:00 ～ 17:00

ミニ館蔵品展
　生誕90周年を記念して青谷町出
身の画家、綿

わたぬき

貫恵
け い し

史の作品を展示。

と　き　4月1日（金）～ 10日（日）

日本風景写真協会
　鳥取支部展 四季彩々
　日本風景写真協会鳥取支部の写真展。
美しい風景写真の数々をご覧ください。
と　き　4月16日（土）～ 5月29日（日）

貝殻ネックレスを作ろう！
　貝殻を使って可愛いネックレス
づくり。
と　き　4月1日（金）～ 10日（日）
　　　　（展示入れ替え中の春休み期間）
参加料　無料　　※予約不要

綿貫恵史「わがまち」

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

4月の休館日：4・11・18・25（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 ～ 17:00

髙砂屋歳時 端午の節句
　高砂屋に寄贈していただいた五
月人形・兜などと、市内のみなさ
んからお借りした大切な鎧かざ
り・のぼりなどを展示。
と　き　4月23日（土）～ 5月5日（木祝）

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

4月の休館日：4・11・18・25（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

万葉人に変身！まが玉づくり＆万葉衣装体験
　まが玉をつくっ て、万葉衣装
を着て、万葉の時代にタイムス
リップ！記念写真も進呈。
と　き　4月29日（金祝）
　　　　　～ 5月6日（金）9:00 ～ 16:00
参加費　500円　※予約不要

まんれき！クイズラリー
　これであなたも万葉博士！因幡万葉歴史館のクイズ
を解いて、万葉集や古代の歴史について楽しみながら
学びましょう。
と　き　4月29日（金祝）～ 5月6日（金）
　　　　9:00 ～ 16:30
参加料　無料　※参加賞あり

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

4月の休館日：20（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木のおもちゃづくりに挑戦！
と　き　毎週土曜日・日曜日　※最終受付16:00
　　　　長期編【春  編】4月6日（水）まで
　　　　　　　【GW編】4月29日（金祝）～ 5月8日（日）
※入館料＋キット代

うきうきタイム ～ mini音楽会～
　季節の童謡やパネルシアターなどを楽しもう！
と　き　4月6日（水）15:00 ～ 15:30　※要入館料

音楽で楽しむおはなしの世界
　作曲家たちがおはなしに音楽をつけてお届けします。
出演：作曲工房「パパゲーノ」と仲間たち（代表：上

じょうまん

萬雅
ま さ ひ ろ

洋）

と　き　4月23日（土）11:00 ～、14:00 ～
定　員　各回180人　　※要入館料

ものづくりひろば vol.3
　木工作や粘土工作など、色々 な分野の作家さんの
ワークショップを体験しよう。作品の購入もできます。
と　き　4月30日（土）、5月1日（日）
　　　　10:00 ～ 15:00　※入場無料、別途材料費が必要

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

4月の休館日：4・11・18（月）、19（火）、25（月）
入館料：高校生以上300円、中学生以下無料

☆4月1日（金）は17:00で閉館します
　天体観察会（夜間観望会）はおこないません

宇宙ふしぎ探検 小さな満月を見よう
　この日の満月は、今年一番地球から遠いため、一番
小さく見えます。小さな満月を観察するとともに、月
についていろいろ紹介します。
と　き 4 月 22 日 ( 金）20:00 ～ 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

その他 コンパクトデジタルカメラ持参で月の撮影
もできます。雨天曇天の場合、プラネタリ
ウムなどでお話をします。

天体観察会（夜間観望会）
と　き　20:00 ～

4月2・3日（土・日）、5日（火）～ 10日（日）
　　　　　　　　　　　 「かに座を見よう」
12日（火）～ 17日（日）「月の撮影」
20日（水）～ 24日（日）「二重星」
26日（火）～ 30日（土）「木星」

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

※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。


