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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

11月の休館日：4（金）、7・14・21（月）、24（木）、28（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

テーマ講座 平時範について
と　き　11月13日（日）14:00 〜 15:00
定　員　25人  ※予約不要　　参加料　無料

TERU功山ポップス尺八twilightコンサート2016
と　き　11月20日（日）16:00 〜 17:00
参加料　無料  ※予約不要

因幡国司ゆかりの地をめぐるバスツアー
と　き　11月26日(土)12:30 〜 17:00
ところ　国府町周辺（鳥取市歴史博物館1階ロビー集合）
定　員　20人  ※要予約　　参加料　500円

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

11月の休館日：16（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

人形劇 「きつねのおきゃくさま」「ねずみのすもう」
　芸歴62年！西川禎一おひとり座の人形劇。
と　き　11 月 6 日（日）14:00 〜 15:00
定　員　150 人　※要入館料・先着順

郷土玩具の年賀状・絵手紙制作（撮影）
と　き　11月20・21日（日・月）10:00 〜 12:00
対　象　小学校5年生以上　※画材・カメラ要持参
定　員　各日12人  ※要申込み　　参加料　無料

♬動物のうたコンサート♬
　鳥取ブラスプレイヤーズによる楽しい演奏。
と　き　11月26日（土）14:00 〜 14:45  ※要入館料

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

11月の休館日：4（金）、7・14（月）、15（火）、21（月）、24（木）、28（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜21:00

天体観察会（夜間観望会）
と　き　19:00〜

  1日（火）〜   6日（日）
　　　「最果ての惑星「海王星」を見よう」
  8日（火）〜 13日（日）
　　　「月を撮影しよう（コンパクトデジカメ持参）」
16日（水）〜 20日（日）
　　　「最果ての惑星「海王星」を見よう」
22日（火）〜 27日（日）「アンドロメダ 銀河を見よう」
29日（火）〜 12月4日（日）「天王星を見よう」

参加料　一般　　　　　　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。

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

11月の休館日：7・14・21・28（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

剪画 using 因州和紙 part２
　有名作家の因州和紙を使った剪画（切り絵）作品展。
と　き　11月8日（火）〜 20日（日）　　観覧料　無料

切り絵づくり ～四季シリーズ・冬～
　冬をテーマに、ミニ色紙サイズの切り絵を作ります。
と　き　11月20日（日）・23日（水祝）
　　　　10:30 〜、13:30 〜
参加料　300円　　定　員　各回5人

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

第 4 回ギャラリーコンサート
　鳥取市出身で、東京交響楽団ヴァイオリン奏者とし
て活躍中の竹田詩織さんによるコンサート。
と　き　11月12日（土）11:00 〜 11:30
観覧料　無料　※予約不要

クリスマスリースづくり
　初心者でも気軽に本格的なリースが作れます。
と　き　12月3日（土）10:00 〜 11:30
定　員　20人  ※要予約　　　参加料　1500円

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 
神々の微笑み 小

 こ  な だ

灘一
い っ き

紀 神話展
と　き　11月5日（土）〜 12月5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）

★「関西文化の日」協賛として、11 月 19・20 日（土・日）
前後は入館無料になる施設があります。詳しくは各施
設にお問い合わせください。

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

11月の休館日：4（金）、7・14・21（月）、24（木）、28（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

ミニスノードームを作ろう！
と　き　12 月 3 日（土）9:30 〜、14:00 〜
ところ　青谷町総合支所会議室
定　員　各回10人  ※要予約　　参加料　500円
※申込み受付：11月3日（木）〜
※小学校低学年以下は、要保護者同伴

青谷上寺地遺跡
展示館

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

11月の休館日：4（金）、7・14・21（月）、24（木）、28（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

オリジナル勾
まがたま

玉をつくろう！
と　き　11月27日（日）9:30 〜
　　　　12月  3日（土）9:30 〜、13:30 〜
参加料　400円（高校生以下無料）
定　員　各回20人　※要予約
※申込み受付：【11月27日分】11月12日（土）9:00 〜
　　　　　　　【12月  3日分】11月19日（土）9:00 〜

古代の宝石 琥
 こ  は く

珀勾
まがたま

玉づくり
と　き　12月17日（土）9:30 〜、13:30 〜
参加料　600円（高校生以下無料）
定　員　各回20人　※要予約
※申込み受付：11月26日（土）9:00 〜

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

11月の休館日：4（金）、7・14・21（月）、24（木）、28（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

雅楽 舞楽の宴
　「管絃」と、舞をともなう「舞楽」。
公演終了後に楽器体験ができます。
と　き　11月3日（木）10:00 〜 11:00　※少雨決行
参加料　無料

第58回鳥取県発明くふう展
第16回未来の科学の夢絵画展
と　き　11月8日（火）〜 25日（金）
観覧料　無料（常設展示は別途観覧料が必要）

鳥取市移住・
交流情報ガーデン

永楽温泉町 109 番地
 0857-30-6631  0857-30-6662

11月の休館日：7・14・21・28（月）
開館時間　10:00〜18:00（土・日・祝は17:00まで）

鳥取ウォッチング
　公共交通機関を使って鳥取のまちを再発見しましょう。
と　き　11 月 16 日（水）13:30 〜 16:00
参加料　無料（バス代、観覧料、飲食費は自己負担）

第４回ビブリオバトル
　新感覚の書評バトル。新しい本に出会えるかも。
と　き　11 月 19 日（土）14:00 〜 16:00
参加料　500 円（お茶お菓子付き）

鳥取ふるさとUI（友愛）会交流会
と　き　11 月 27 日（日）11:30 〜 13:30
参加料　無料　※予約不要

　

　市 民 文 化 祭  11 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。
■ホープスターとっとり

　▷平成28年度情脈年度賞大会
　　11月13日（日）10:00 〜 14:00

情脈短歌会（大川）  0858-87-3007
■福祉文化会館

　▷第89回秋の洋蘭展示会
　　11月25日（金）〜 27日（日）9:00 〜 16:00

鳥取蘭友会（前田）  0857-29-0992
■鳥取市民会館

　▷第32回安来節保存会鳥取支部発表会
　　11月27日（日）10:00 〜 15:00

安来節保存会鳥取支部（竹内）  0857-57-0119
■とりぎん文化会館梨花ホール

　▷第48回定期演奏会
　　11月27日（日）14:00 〜 16:00

鳥取大学フィルハーモニー管弦楽団（水田）  090-7861-8918
■鳥取市文化ホール

　▷30周年記念  第14回コールおもかげ演奏会
　　12月2日（金）18:30 〜 20:00

コールおもかげ（寺坂）  0857-24-0063
■パレットとっとり

　▷聖なる夜のコンサート
　　12月3日（土）18:00 〜 19:30

ＥＮ+ＥＲ企画（中原）  0857-31-3933
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）

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 

11月は休館しません　　開館時間　9:00 〜 18:00

介護の日フェア
　ウクレレ演奏・薬剤師による薬の知識講座・骨密度
測定・認知症簡易診断・介護なんでも相談など
と　き　11月10日(木)10:30 〜 15:30
入場料　無料

ハードロックレボリューション vol.74
～東日本大震災・熊本地震復興支援ライブ～
と　き　11月20日（日）17:00 〜
入場料　1000円（1ドリンク付）、高校生以下500円（ドリンク無）

因州和紙ものがたり
と　き　11月23日(水祝) 〜 27日(日)10:00 〜 17:00
入場料　無料（会場内ワークショップ有料）

お城山展望台
河原城

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

11月の休館日：7・14・21・28（月）
入館料：一般250円　　開館時間 9:30 〜 17:00

※入館は閉館時刻の30分前まで

第9回池田家墓所写真コンクール作品展示会
と　き　11 月 3 日（木祝）〜 29 日（火）

ものづくり教室 戦国甲冑を作ろう！
　専門講師が分かりやすく指導するダンボール甲冑。
完成したら河原城のイベントで武者行列をします。
と　き　11 月 20 日（日）14:00 〜 16:30 頃
※料金などはお問い合わせください。

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

11月の休館日：4（金）、7・14・21（月）、24（木）、28（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　11月20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


