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 0858-89-1011  0858-88-0103

8月の休館日：22・23・24（月・火・水）、29・30・31（月・火・水）
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　平日・日曜20:00～、土曜20:00～、21:00～

  1日（月）～ 7日（日）
 「夏の天体めぐり（ドーナツ星雲、天の川など）」
  8日（月）～ 21日（日）
 「今シーズン見納めの土星を見よう」
25日（木）～ 28日（日）

 「火星とアンタレスの接近を見よう」
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 ペルセウス座流星群を見よう
　専門職員の解説付きで流星群や夏の星空を観察。
と　き 8月11日（木祝）～ 13日（土）21:30 ～ 23:00
参加料 天文台園地で実施のため無料

 ※入館の場合、大人（高校生以上）300円が
必要

その他 雨天曇天の場合は中止

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

8月は休館しません　※13日（土）～ 15日（月）は8:00開館
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 ～ 17:00

おもちゃワールド（夏編）
　100 種類以上のおもちゃが大集合！
と　き　7月30日（土）～ 8月31日（水）  ※要入館料

にじいろコンサート
ケーナ・オカリナサマーコンサート
～南米アンデス地方民族音楽フォルクローレから日本の歌まで～
　ケーナとオカリナで民族音楽、童謡、歌謡曲を演奏。
と　き　8月6日（土）14:00 ～ 15:00　※要入館料

ファミリーコンサート
坂田おさむ・坂田めぐみふれあいコンサート。
　坂田親子の一緒に歌って踊れるコンサート。
と　き　9月4日（日）11:00 ～ 12:00
ところ　鳥取市民会館
※専用チケット
　一般販売　7月30日（土）9:00 ～
　　大人1000円、友の会会員500円
　　3歳以上高校生以下200円
　　3歳未満ひざ上鑑賞は無料（要整理券）

チケット購入
はお一人様5
枚まで

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

8月の休館日：1・8・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

福田典高原画展  8月28日（日）まで

第19回因幡の傘踊りの祭典
　傘踊り発祥の地、国府町で勇壮
な傘踊りが競演します。各地から
集まった演者の迫力ある舞をお楽
しみください。演技終了後に打上
花火を行います。
と　き　8月20日（土）17:00 ～ 20:00
参加料　無料
※雨天の場合：国府町コミュニティーセンター

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

8月の休館日：16（火）

因幡和太鼓の祭典
と　き　8月7日（日）13:30 ～
入場料　一般1000円
　　　　高校生以下無料
地元出演　県東部で活動中の和太鼓団体
ゲスト　チーム満天星（どうだんつつじ）
　　　　「倭 -YAMATO」

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

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

特別展「明治九年　鳥取縣廢セラレ候 -鳥取県
再置への軌跡-」  9月25日（日）まで

特別展クイズラリー（前期）
と　き　8月2日（火）～ 21日（日）　※要入館料
ところ　特別展示室 他

おうちだに工房 絵手紙教室
と　き　8月7日（日）10:00 ～ 12:00
対　象　小学生～一般　　参加料　100円
定　員　20人　※要予約

祝・山の日制定記念 歴史散策 番外編
～あなたの知らない鳥取～
と　き　8月11日（木祝）9:00 ～ 12:00　※少雨決行
ところ　鳥取市円護寺・覚寺・丸山周辺
　　　　※集合・解散：渡辺美術館正門前
参加料　無料　　定　員　20人　※要予約
対　象　小・中学生（4年生以下は保護者同伴）

お城山展望台
河原城

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

8月の休館日：1・8・15・22・29（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

ねんど人形と写真展 ～神話と昔話編～
8月28日（日）まで

渡邊和己ワークショップ ねんど人形を作ろう！
　神話“因幡のシロウサギとサメ”を
作ってみよう‼夏休みの“ものづくり”
にも最適。
と　き　8月21日（日）13:00 ～ 14:30、
　　　　　　　　　　 15:00 ～ 16:30
参加料　1000円
定　員　各10人　※要予約
対　象　小学生以上（低学年は保護者同伴）

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

8月の休館日：1・8・22・29（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　8月21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

和紙工房
かみんぐさじ

佐治町福園 146-4
 0858-89-1816  0858-88-0235

8月の休館日：3・10・17・24・31（水）
入館無料　　開館時間　9:00 ～ 16:30

剪画（切り絵）の絵葉書を作ろう！
と　き　8月6日（土）10:00 ～、13:30 ～
定　員　各20人　　参加料　500円
申込み　8月2日（火）まで

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

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

小鳥の家族×因州和紙 ～家族写真で伝える和
紙の世界～  ９月12日（月）まで

小鳥の家族×因州和紙 写真を撮ろう
　高性能カメラを使って、子どもたちの視点で自由に写
真を撮り、因州和紙にプリントした作品に仕上げます。
と　き　8月11日（木祝）10:30 ～、13:30 ～
講　師　水本俊也さん（写真家）
参加料　100円　　定　員　各回10人　※要予約
対　象　小・中学生

わくわく夏休み体験
流し漉きで紙を漉いて折り染め体験
と　き　8月7・14・21日（日）13:00 ～
参加料　500円（１回１枚）
定　員　各回10人　※要予約

ペーパーウェイトをつくろう
　石に和紙を貼りつけてペー
パーウェイトを作ります。
と　き　8月7・21日（日）
　　　　10:30 ～、13:30 ～
参加料　100円　　定　員　各回5人　※要予約

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

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

ゆらりん工房  和紙あかり展
8月31日（水）まで

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

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

第100回記念二科展デザイン・イラスト大賞受賞記念
まさきたかこ展  8月28日（日）まで

青谷上寺地遺跡
展示館

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

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

ロビー展  黒い貴石　黒曜石
10月16日（日）まで

紙とパネルで琴をつくろう！
　紙とパネルを使って琴を作ります。音も鳴りますよ。
と　き　8月11日（木祝）9:30 ～、13:30 ～
定　員　各回20人　※要申込み（先着順）
参加料　無料　　対　象　小学3年生以下

古代の宝石 琥珀勾玉づくり
　古くから宝石として装飾品などに使用されていた琥
珀を使って勾玉をつくります。
と　き　8月19日（金）・20日（土）
　　　　9:30 ～、13:30 ～
定　員　各回20人　※要申込み（先着順）
参加料　一般600円、高校生以下無料

青谷3館連携夏の青谷ぐるっとスタンプラリー
　3館をまわってスタンプを集めると、空くじなしで
賞品がもらえます。
と　き　8月31日（水）まで
ところ　青谷上寺地遺跡展示館、あおや郷土館、あお

や和紙工房
定　員　先着200人　　参加料　無料

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 

8月は休館しません　　開館時間　9:00 ～ 18:00

木工ワークショップ
匠
たくみ

と一緒にミニチュアいすを作ろう！
と　き　8月6日（土）13:30 ～ 15:30
対　象　大人・親子（小学4年生以上）
参加料　1500円
定　員　30人　※要事前申込
申込み　電話またはファクシミリ

※ファクシミリの場合は、氏名・電話番号・
人数を明記

ヤングミュージックフェスティバル2016
　ヤングミュージシャンたちによるライブ＆クリニック
と　き　8月21日（日）15:00 ～（開場14:30）
入場料　500円


