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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

12月の休館日：29〜31（年末）

第 5 回ギャラリーコンサート
　音楽と鳥取をこよなく愛する金管楽器奏者 鳥取ブ
ラスプレイヤーズによるアットホームなコンサート。
と　き　12月17日（土）11:00 〜 11:30
観覧料　無料　※予約不要

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

12月の休館日：5・12・19・26（月）、29〜31（年末）
開館時間　10:00〜18:00（土・日・祝は17:00まで）

AMONG POP-UP-STORE
　テキスタイルデザインブランド「AMONG」の新作
展示会。八丈島をモチーフにしたシリーズもあります。
と　き　12 月 2 日（金）12:00 〜 19:00
※18:00 〜 19:00  移住者交流をお楽しみください。

深雪アートフラワーシクラメン鉢植え金屏風付き
　赤いシクラメンの鉢植えを作りながら、鳥取暮らし
についておしゃべりしましょう。
講　師　信田公子（深雪アートフラワー教授）
と　き　12 月 11 日（日）13:00 〜 15:00
定　員　10人　　参加料　800円（材料代）
※申込み受付：12月6日（火）まで　※要申込み

空き家活用相談会
と　き　12 月 13・14 日（火・水）13:00 〜 15:00
※要予約

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

12月の休館日：5・12・19・26（月）、29〜31（年末）
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

第9回池田家墓所写真コンクール作品展
と　き　12 月 3 日（土）〜平成 29 年 1 月 9 日（月祝）
観覧料　無料
写真コンクール教室（写真＆フォト 575 川柳講座）
と　き　12 月 4 日（日）10:00 〜 15:00（予定）
定　員　20 人　　対　象　小学生〜大人
参加料　1000 円（昼食代）
※カメラご持参のうえ、歩きやすい服装でお越しくだ

さい。

お正月寄せ植えづくり
と　き　12月11日（日）
　　　　10:00 〜 12:00
参加料　2500 円　※要申込

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

12月の休館日：5・12・19・26（月）、29〜31（年末）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

おうちだに工房 ハンコつくり
　年賀状にも使えるハンコを作ってみよう！
と　き　12月4日（日）10:00 〜 12:00、14:00 〜 16:00
定　員　各回15人　※要申込み
参加料　石材500円・ゴム300円（どちらか選べます）

ギャラリートーク
「因幡と朝廷 〜平安時代の因幡国司〜」展示解説
と　き　12月4・11日（日）14:00 〜（1時間程度）
※要入館料・予約不要

学芸員講座　因幡と伯耆の中央政権
と　き　12月10日（土）14:00 〜 15:30
定　員　30人  ※予約不要　　参加料　無料

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

12月の休館日：5・12・19（月）、20（火）、26（月）、29〜31（年末）
※28日（水）は17:00で閉館

入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜21:00

第21回クリスマス謝恩コンサート
　地元コーラスグループや、関西・関東で活動中の男
声アカペラグループ「アストロシンガーズ」の歌声を
お楽しみください。
と　き　12 月 10 日（土）17:00 〜 19:00
参加料　無料

宙
ソラ

クリスマス in さじアストロパーク
　家族や友達、恋人同士でクリスマスディナーやプラ
ネタリウム観賞を楽しみ、クリスマス気分を満喫。
と　き　12 月 24 日 ( 土 )15:40 〜 21:00
参加料　お一人7000円（夕食代・入館料・プラネタ

リウム観覧料含む）
定　員　20人（約8グループ）
※要予約。2人以上のグループでお申し込みください。

天体観察会
と　き　19:00〜

  1日(木) 〜   4日(日)「天王星を見よう」
  6日(火) 〜 11日(日)「月を撮影しよう（コンパク

トデジカメ持参)」
13日(火) 〜 18日(日)「二重星めぐり」
21日(水) 〜 27日(火)「星の集まり「すばる」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

12月の休館日：5・12・19・26（月）、29〜31（年末）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

第13回鳥取書道女流選抜展 青谷展
　「私の“こころ”の童謡・唱歌」をテーマにした、鳥取
県東部を中心に活躍する女性書道家たちの作品展示。
と　き　12月3日（土）〜 18日（日）　　観覧料　無料

祝い鶴亀をつくろう
　正月の縁起物を折り紙で作ります。

と　き　12月11日（日）
　　　　10:30 〜、13:30 〜　※要申込み
参加料　200円（材料代）　　定　員　各回5人

消しゴムハンコで年賀状を作ろう
と　き　12月17・18日（土・日）13:30 〜
参加料　500円　　定　員　各回5人　※要申込み

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 

12月の休館日：29 〜 31（年末）
開館時間　9:00 〜 18:00

オトナ女子のための
クリスマス・ワークショップ in Palette
と　き　12月10・11日(土・日)

●10日（土）10:00 〜 12:00
「BOSK FLOWERSさんと作るクリスマス・ス

ワッグ」
●10日（土）13:30 〜 15:30
「Cookie Holicさんと作るクリスマス・アイシン

グ・クッキー」
●11日（日）13:30 〜 15:00
「dreamさんと作るデコパージュ・バッグ」

定　員　各15人　※有料・要事前申込

Wonder Gate vol.19
と　き　12月18日（日）15:00 〜 20:00（開場14:50）
入場料　一般：1000円、学生：500円

鳥キッズコーラスミニコンサートvol.3
～まほうつかいのクリスマス～

と　き　12月25日（日）14:00 〜（開場13:45）
入場料　大人：500円、高校生以下：無料

お城山展望台
河原城

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

12月の休館日：5・12・19・26（月）、29〜31（年末）
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

ものづくり教室 クリスマス・リース作り
　カズラやツタ、木の実など自然素材でオリジナル
Xmasリース作り。
と　き　12 月 11 日（日）13:30 〜 15:30
参加料　800円

ものづくり教室 戦国甲冑を作ろう！
と　き　12 月 18 日（日）14:00 〜 16:30 頃
参加料　3500円（材料代）

元旦初日の出は河原城で!!
　御来光を拝み、一年の健康と幸福を祈りましょう！
と　き　平成29年1月1日（日祝）6:45 〜 12:00
※先着100人にぜんざいの振る舞いがあります。

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 
お正月めでた尽くし
と　き　12月14日（水）〜平成29年2月13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）

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

12月の休館日：21（水）、29〜31（年末）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

にじいろコンサート 東郷音楽隊
　東郷小学校の全校児童によるハンドチャイムと器楽
合奏などのコンサート。
と　き　12 月 10 日（土）14:00 〜 14:40
参加料　無料

トイヘリ・ミニドローンをとばそう
講　師　木

 き むら

村昭
あきひこ

彦
と　き　12月11日（日）11:00〜11:30、13:30〜14:00
対　象　小学校5年生以上
定　員　各回8人  ※要申込み　　参加料　無料

おもちゃとオルゴールのクリスマスコンサート
おはなし　橋

はしづめ

爪宏
こう じ 

治（現代玩具博物館・オルゴール夢館）
と　き　12月11日（日）14:00 〜 15:00
定　員　先着150人　※要入館料

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

12月の休館日：5・12・19・26（月）、29〜31（年末）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

第8回青谷高等学校授業作品展
　授業で制作した書道・絵画・工芸作品などを展示。
と　き　12 月 18 日（日）まで

ミニ館蔵品展〈後期〉
　青谷町ゆかりの画家、綿

わたぬき

貫恵
けい し 

史の作品を展示。
と　き　12月23日（金祝）〜平成29年1月9日（月祝）

クラフトバンドで小物を作ろう！
　クラフトバンドを使って、ストラップなどの小物
を作ってみませんか？
と　き　12月23日（金祝）〜平成29年1月9日（月祝）
　　　　10:00 〜 16:00
参加料　無料　※予約不要


