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鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

5月の休館日：9・16・23・30（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

☆5月21・22日（土・日）は国際博物館の日につき入館無料
第35回記念中国七宝協会展 5月15日（日）まで

蛍狩りの情趣
　樗谿のホタル飛翔の時期
にあわせて、当館所蔵の錦
絵を中心に紹介。
と　き　5月21日（土）〜 6月19日（日）
料　金　無料

国際博物館の日記念 資料相談会
　家にあるモノ、こんなモノ、古そうだけどこれって
何？にお答えします。
と　き　5月21日（土）10:00〜12:00、13:00〜15:00
参加料　無料　※要予約

やまびこクイズ・オリエンテーリング
　マップを手がかりに、かくされたクイズに答えなが
ら、やまびこ館とおうちだに公園をまわります。上位
入賞者には、素敵なプレゼントが!?
と　き　5月22日（日）10:00 〜 12:00
ところ　鳥取市歴史博物館・おうちだに公園
参加料　無料　　定　員　30人　※要予約・少雨決行

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

5月の休館日：9・16・23・30（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

仁風閣誕生フェア（5月10日は仁風閣の日）
ギャラリートーク　
と　き　5月8日（日）
　　　　10:00 〜 10:30　歴史
　　　　10:30 〜 11:00　建築史
　　　　11:00 〜 11:30　館内見て歩き
観覧料　無料（要入館料）
ジャズバイオリントリオコンサート　
と　き　5月8日（日）13:30 〜 14:30
観覧料　無料（要入館料）
期間限定カフェテラス
と　き　5月1日（金）〜 10日（日）
　　　　10:00 〜 16:00（ラストオーダー 15:30）

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　5月8日（日）
ところ　宝扇庵（仁風閣裏庭の茶室）　体験料　500円

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

5月の休館日：9・16・23・30（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 5月15日（日）まで

似顔絵の描き方教室
　似顔絵画家 宮本栄一さんに描くコツを教えてもら
いながら似顔絵を描きます。
と　き　5月８日（日）10:00 〜、13:30 〜
参加料　無料　　定　員　各回10人　※要予約
※描きたい人の写真を持参

永本冬森が因州和紙に描く、季節の花々
ボールペンアート展「wall flower」
　カナダを拠点に多数の都市で活躍している現代美術
家 永本冬森さんと因州和紙のコラボレーション。
と　き　5月21日（土）〜 7月10日（日）（予定）
観覧料　一般300円、小・中・高校生150円

万華鏡づくり
　因州和紙を使った万華鏡を作ります。
と　き　5月15日（日）・22日（日）
　　　　10:30 〜、13:30 〜
参加料　500円　　定　員　各回5人　※要予約

　

　市 民 文 化 祭  5 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。
■福祉文化会館

　 ▽第49回春の山草展
　　5月14・15日（土・日）9:00 〜 17:00（最終日16:00）

鳥取山草同好会（田中）  0857-53-3689
■百花堂

　 ▽第47回光影クラブ写真展
　　5月14日（土）〜 19日（木）9:00 〜 17:00

光影クラブ（金居）  0857-23-0321
■とりぎん文化会館梨花ホール

　▷鳥取女声合唱団第20回定期演奏会
　　5月29日（日）14:00 〜 16:00

鳥取女声合唱団（近藤）  0857-53-2225
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）

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

5月の休館日：9・16・23・30（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

風薫るキルト作品展
　ベットカバー、タペストリー、小物な
どパッチワークの作品を紹介。
と　き　5月22日（日）まで
観覧料　無料
主催：井
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智子（スタジオ井上）、サークルHOOP

傘踊り体験講座
　伝統の傘踊り、ホンモノの因幡傘踊りを体得し、月
2回の講座で8月に開催される「因幡傘踊りの祭典」へ
の出演をめざしませんか？（上達度によって、出演は
決まります。また参加を強制するものではありません。）
と　き　6月〜 8月 第1・3水曜日（全8回）16:00 〜 17:00
講　師　国府町因幡の傘踊り保存会のメンバー
対　象　年齢、男女は問いません。

※長い柄の傘を使い、やや激しい振付も含まれ
る踊りです。子ども用の傘も用意しています。

参加料　無料
定　員　6人（途中参加可能）　※要申込み

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

5月の休館日：18（水）　入館料：一般500円、高校生以下無料
開館時間　9:00 〜 17:00　※3（火祝）〜 5（木祝）は8:00 〜
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CHI イングリッシュ・パレード
　楽しい音のパレードがイギリスからやって来る！
と　き　5月4日（水祝）13:00 〜、15:00 〜
定　員　各回先着180人　　※要入館料

笛師九兵衛＆さるバンドのからくりコンサート
　笛名人と12匹のさるバンドによるゆかいなコンサート。
と　き　5月5日（木祝）11:00 〜、14:00 〜
定　員　各回先着180人　　※要入館料

なつかしのわらべ倶楽部（春編）
　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　5月12日（木）13:00 〜 15:00　※参加無料
対　象　60歳以上　　定　員　180人　※要申込み

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

5月の休館日：2（月）、6（金）、9〜11（月〜水）、16（月）、17（火）、23・30（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）
と　き　20:00 〜

5月1日（日）、3日（火祝）〜 5日（木祝）、7･8日（土・日）
　　　　　　　　　　 　「今年最高条件の木星を見よう」
12日（木）〜 15日（日）「月と木星の撮影にチャレンジ」
18日（水）〜 22日（日）「一等星めぐり（レグルスほか）」
24日（火）〜 29日（日）「春の銀河めぐり（Ｍ66ほか）」

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。

宇宙ふしぎ探検 地球に接近した火星を見よう
と　き 5 月 31 日 ( 火 ) 〜 6 月 5 日 ( 日 )20:00 〜
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 雨天曇天の場合、会議室で火星の紹介をした
後、プラネタリウムで火星や春の星座などを
紹介。

お城山展望台
河原城

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

5月の休館日：6（金）・9・16・23・30（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

日本赤十字社チャリティーイベント
河原城  春の大茶会
お茶席　10:00 〜 15:00
と　き　5月3日（火祝）裏千家東交会
　　　　　   4日（水祝）鳥取大学茶道部・
　　　　　　　　　　　 鳥取環境大学無国籍茶道部
ところ　河原城イベント広場　※雨天時は館内
料　金　一服300円（お菓子付）
その他イベント（ステージ）　10:00 〜 15:00
　ローカルヒーローショーやキッズコンサート、戦国
忍者ショー、バザーやフリーマーケット、もちつきな
ど楽しい催し物を開催。
と　き　5月4日（水祝）　※雨天時はステージのみ中止

戦国甲
かっちゅう

冑大試着体験会
と　き　5月5日（木祝）10:00 〜 15:00
ところ　1階エントランス　※雨天時は館内 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 
5月は休館しません　　開館時間　9:00 〜 18:00

市民交流ホール イベントスライドショー
　GW期間中のホール利用がない日のみ、休憩スペー
スとして市民交流ホールを開放します。スライドショ
ーをお楽しみいただきながら、おくつろぎ下さい。
と　き　5月1日（日）〜 5月5日（木祝）10:00 〜 17:00
　　　　※ホール利用がない日のみ
入場料　無料

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

5月の休館日：9・16・23・30（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

日本風景写真協会鳥取支部写真展 四季彩々
5月29日（日）まで

青谷まちあるき 地図づくり教室 IN 青谷
　青谷町内を散策して、オリジナルの地図づくりに挑
戦してみよう！夏休みの自由研究になるよ！
と　き　5月22日（日）・7月31日（日）13:00 〜
ところ　青谷町総合支所会議室および青谷町内
定　員　10人　※要予約　　参加料　無料
対　象　小学3年生以上で両日参加できる人

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

5月の休館日：9・16・23・30（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

高砂屋歳時「端午の節句」5月5日（木祝）まで

青谷上寺地遺跡
展示館

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

5月の休館日：9・16・23・30（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

鹿の角で魚釣り
　鹿角製の釣り針で、パネルの魚をつりあげよう。
と　き　5月1日（日）〜 5日（木祝）
参加料　無料　※申込み不要
※先着100人に粗品進呈

「文月」歌川国芳

※東日本大震災の
募 金 に ご 協 力
お願いします。


