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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

6月の休館日：6・13・20（月）、21（火）、27（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 ～

  7日(火) ～ 12日(日) 「見え始めた土星に注目」
14日(火) ～ 19日(日) 「月・木星・火星・土星を見よう」
22日(水) ～ 26日(日) 「球状星団めぐり(M3、M13、M5）」
28日(火) ～ 7月3日(日)「子持ち銀河のうずまき」

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。

プラネタリウム番組
名探偵コナン  星影の魔術師（マジシャン）
　おなじみの名探偵コナンが、プラネタリウムに登
場。満天の星空の下で繰り広げられるキッドとコナ
ンの対決。
と　き　6月22日(水) ～
　　　　平　　日　10:30～、14:00～、16:00～
　　　　土･日･祝　10:30～、12:30～、14:00～、16:00～
参加料　大人(高校生以上) 600円
　　　　小人(小中学生)　 200円 

※入館料と観覧料

定　員　各回40人
※「百人一首の宇宙（そら）」は6月19日(日)まで

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

6月の休館日：15（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

シャボン玉の世界のはじまり、はじまり
～不思議いっぱい　シャボン玉を奏でるコンサート～

　イタリア在住ミケーレさんのシャボン玉と音楽のコン
サート。
と　き　6月12日（日）14:00 ～ 15:00
対　象　2歳以上
定　員　150人　※要入館料・要申込み

ともしび歌声コンサート
歌声喫茶ともしびとうたいましょう
　“歌声喫茶ともしび”と一緒に歌うコンサート。
と　き　7月2日（土）14:00 ～ 16:00
対　象　小学生以上
定　員　180人　※要入館料・要申込み

童謡・唱歌講演会
没後10年、いまよみがえる高木東六の音楽
　高木さん（米子出身）の新たな音楽家像を解き明か
す講演会。幻の作品の復元上演も。
と　き　7月3日（日）14:00 ～ 16:00
料　金　無料　　定　員　120人
※要申込み：6月4日（土）～

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

6月の休館日：6・13・20・27（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　6月12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　※予約不要

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

6月の休館日：6・13・20・27（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

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「wallflower」   7月10日（日）まで

ドキュメンタリー映画の上映会 城崎にてアート
　城崎・温泉寺に奉納された新作襖絵の制作に関わっ
た現代美術家・永本冬森さんの 4 カ月にわたる城崎で
の活動を追ったドキュメンタリー映画を上映。
と　き　6月4日（土）13:30 ～（上映時間70分）
定　員　50人　※要予約・要企画展観覧料

ボールペンでスケッチ体験
　因州和紙の葉書に絵を描きます。
と　き　6月19日（日）10:00 ～、13:30 ～
参加料　100円（材料代）
定　員　各回15人　※要予約
講　師　永本冬森さん（現代美術家）

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

6月の休館日：6・13・20・27（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

植物画6人の作品展
　写実的かつ精密に描かれた植物画約
50点を紹介。
と　き　6月4日（土）～ 7月3日（日）
観覧料　無料　主催：いわたさいこボタニカルアート教室
関連イベント
①ソープカービング 〜美しい香りの花づくり〜
②デコパージュ 〜植物画の雑貨づくり〜
と　き　6月4・5日（土・日）10:00 ～ 15:00
講　師　senka
③アロマセラピー  〜「植物の力 !」アロマで体験しよう!!  

フレッシュナー＆みつろうクリームづくり〜
と　き　６月18日（土）10:00 ～ 15:00
講　師　杉原明代（アロマケアハウス“あおの森”）
参加料　①700円、②③500円　※予約不要

庭木の手入れボランティアスタッフ  募集
　庭木剪定のボランティアを募集します。初めての人
も丁寧に指導しますので、無理なく剪定技術を習得す
ることができます。
と　き　7月～平成29年3月の期間中　8回予定
　　　　（すべて木曜日に実施予定）9:30 ～ 11:00
定　員　15人程度

お城山展望台
河原城

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

6月の休館日：6・13・20・27（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

ポニーと一緒にガイドウォーク の～んびり・かわはら散歩
と　き　6 月12日（日）10:00 ～ 11:45、13:15 ～ 15:00
ところ　河原町内　　参加費　1500 円（保険料含）
定　員　各 10 人

ものづくり教室 八上比売の神秘のパワーが込
められたブレスレットづくり
　“縁結び”と“美”の女神・八上比売の祭られる賣

 め ぬま

沼神社でお
祓いしたパワーストーンで作るオリジナルブレスレット。
と　き　6月5日（日）13:30 ～ 14:30頃
参加費　1300円　　定　員　8人

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 

6月は休館しません　　開館時間　9:00 〜 18:00

絵てがってん
～ 7地区公民館「絵てがみ教室」合展～
岩倉、津ノ井、美保南、若葉台、湖山、醇風、東郷の教室合同展
と　き　6月16日（木）～ 19日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は16:00まで）
入場料　無料

ハッピーウクレレ倶楽部 ウクレレ発表会
　初心者から中級・上級者が、練習の成果を発表。ハ
ワイアンだけではないウクレレの優しい音色をぜひ、
聞いてください。
と　き　6月26日（日）13:00 ～
入場料　無料

ワタシ アシタ スイッチ
　ママに一人の時間を作ってあげよう！がメインコン
セプトの癒しの2日間。託児スペースもありますので、
お子さんをあずけて一人の時間を楽しんでください。
と　き　7月2・3日（土・日）10:00 ～ 17:00
入場料　無料　※飲食代などは別途必要

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

6月の休館日：21（火）
開館50周年記念事業
鼓童ワン・アース・ツアー 2016 ～混沌
と　き　6月26日（日）13:30開演
入場料　S席（1・2階）5500円、A席（3階）4500円
　　　　※当日各500円増
※未就学児は入場不可

開館50周年記念事業  寿ホームズpresents
LISA ONO Dancing Bossa Tour 2016
と　き　7月3日（日）17:00開演
入場料　全席指定4500円　※未就学児は入場不可

入館料（上記期間中）
 一 般 900円
 高 校 生 500円
 障 が い 者 400円
 小・中学生 300円
問 渡辺美術館（覚寺55番地）

 0857-24-1152

公益財団法人 渡辺美術館 

合戦屏風名品展
と　き　6月1日（水）～ 7月4日（月）
※火曜日休館（祝日の場合開館翌日休館）
　10:00 ～ 17:00（月・水・木・金は15:00まで）

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

6月の休館日：6・13・20・27（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

あおや文化まつり2016
　青谷町文化協議会所属の団体
および個人による、七宝・写真・
書道・絵画・工芸・和紙工芸・
押花などの様々な作品を展示。
と　き　6月4日（土）～ 12日（日）
主催：青谷町文化協議会

郷土のカメラマンによる写真展2016
　鳥取市の気高・鹿野・青谷地域在住・在勤の写真愛
好家の方が撮影・制作した四季の風景や人物などの写
真作品を展示。
と　き　6月18日（土）～ 7月10日（日）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

6月の休館日：6・13・20・27（月）、28（火）、29（水）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

☆メンテナンスのため6月28・29日（火・水）
は臨時休館いたします

夜間開館
　ホタルの飛翔にあわせて夜間開館を行います。ただ
し、常設展示は閉室しますので、ご覧いただけません。
と　き　6月3日（金）～ 12日（日）18:00 ～ 22:00
料　金　無料

とっとり・民話を語る会による怪談ばなし
と　き　6月11日（土）19:00～20:00
参加料　無料　※予約不要

夜間コンサート ポップス尺八コンサート
と　き　6月12日（日）19:30～20:30
会　場　中央大階段　　演　奏　TERU功山
参加料　無料　※予約不要


