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青谷上寺地遺跡
展示館

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

3月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

展示解説
　常設展示リニューアルにあわせて展示解説します。
と　き　3月11日（土）13:30 ～　　参加料　無料

ロビー展
2016青谷上寺地遺跡 発掘調査速報展
　平成28年度に行われた、青谷上寺地遺跡の発掘調
査の成果をいち早く紹介。出土した
銅
ど う ぞ く

鏃やガラス玉などの実物も展示。
と　き　3月25日（土）
　　　　　　　～ 5月31日（水）
観覧料　無料

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

3月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

企画展 鳥取を掘る 2017
　鳥取市内で近年行われた発掘
調査の成果を紹介。「そもそも、
埋蔵文化財・発掘って何？」に
ついても、合わせて紹介。
と　き　3月26日（日）まで
観覧料　無料

資料を読む【近代資料編】
と　き　3月5・12・19日（日）　　定　員　15人
参加料　無料　※要予約・全3回受講できること

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 

3月は休館しません
開館時間　9:00 〜 18:00

第4回  I LOVE とっとりの地酒
　鳥取東部の5つの酒蔵から地酒約15種類を飲み比べ!
と　き　3月1日（水）18:30 ～（受付18:00）
参加料　当日 2500円
※問い合わせ先：  090-4145-2253
 　 （岩本 15:00 ～ 18:00）
  tottoristepup@gmail.com
※詳しくは交流団体ステップのfacebookをご覧ください。

Wonder Gate vol.20 ～卒業ver.～
　今まで参加してきたバンドの卒業生による集大成ラ
イブ。
と　き　3月19日（日）14:30 ～（開演時間変更あり）
入場料　一般：1000円、学生：500円

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

3月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

仁風閣サロンコンサート
　春の足音が聞こえてくる仁風閣で、弦楽グループに
よるコンサートをお楽しみください。
と　き　３月19日（日）13:30 ～ 14:30
ところ　２階　謁見所

人力車試験走行＆写真撮影会
　仁風閣に展示している人力車を使用して試験走行を
行います！どなたでも写真撮影できます。
と　き　３月19日（日）10:00 ～ 12:00
ところ　久松公園

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　3月19日（日）
ところ　宝扇庵（裏庭の茶室）　　体験料　500円

　

　市 民 文 化 祭  3 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。

■とりぎん文化会館梨花ホール

　 ▽鳥取市少年少女合唱団第37回定期演奏会
3月26日（日）14:00 ～ 16:00
鳥取市少年少女合唱団（懸樋）  0857-30-1234

■鳥取市文化センター展示ホール

　 ▽第63回つばき展
4月1・2日（土・日）9:00 ～ 17:00

（最終日 15:00まで）
鳥取椿の会（池本）  0857-23-7955

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）

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

3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

童謡・唱歌企画展 河村光陽没後70年展
と　き　3 月 14 日まで　※要入館料

にじいろコンサート 春が来た！
　気

き が く ら

軽洋楽3人組によるソプラノ、サックス、ピアノ
のコンサート。
と　き　3 月 12 日（日）13:30 ～ 14:30　※要入館料

めざせ！けん玉名人
　けん玉世界チャンピオンがやってくる！いろいろな
技に挑戦しよう。級位認定試験もあります。
と　き　3 月 19 日（日）10:30 ～、14:00 ～
定　員　各回先着 80 人　※要入館料

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 
収蔵品調査記念展（狩野派絵画）
と　き　3月1日（水）～ 31日（金）
※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）

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

3月の休館日：6・13（月）、21（火）、22（水）、27（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜21:00

宇宙ふしぎ探検 月面Ｘ（エックス）を見よう
　半月の頃、条件がそろえば見られる「月面Ｘ（エッ
クス）」と呼ばれる現象を観察。コンパクトデジタル
カメラ（各自でご持参ください）による撮影にもチャ
レンジ。
と　き 3 月 5 日（日）19:00 ～ 20:30
定　員 30人　※要事前予約
参加料 一般　　　　　　600円
 小人(小中学生)　200円　

※入館料と観望料

天体観察会
と　き　19:00～

  1日(水) ～ 12日(日)「一等星めぐり」
14日(火) ～ 19日(日)「星団めぐり」
20日(月祝) ～ 31日(金)
　　　　　　　「見納めのオリオン大星雲を見よう」

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。

期間展示 さじアストロパーク成果発表
　平成27年度のさじアストロパーク活動内容を、展
示パネルなどでご紹介。
と　き　3月20日（月祝）まで

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

3月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

デイモン・ベイ写真展
　20 年間日本に住み、自然と風景と里山をテーマに
しているニュージーランド人写真家の写真展。
と　き　3 月 26 日（日）まで
観覧料　無料

お城山展望台
河原城

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

3月の休館日：6・13（月）、21（火）、27（月）
入館料：一般250円　　開館時間 9:30 〜 17:00

特別展示 絵手紙たんぽぽ合同展
　加賀田志延さん主宰の絵手紙教室が満 7 年を迎えた
記念に、3 教室合同の作品展を開催。絵手紙の“あれ
これ”をご覧ください。
と　き　3 月 4 日（土）～ 28 日（火）14:00 まで

ものづくり教室 流木で行燈をつくる
　色々な形の流木と和紙を組み
合わせたオリジナル行燈作り。
と　き　3 月 18 日（土）
　　　　10:00 ～ 12:00
定　員　10 人　※要予約
参加料　2000 ～ 2500円（電球他含む）

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

3月の休館日：6・13（月）、21（火）、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

因幡万葉歴史館カルチャー教室生徒作品展
　パッチワーク、ボタニカルアート、ソフト粘土、陶
芸など、カルチャー教室の生徒の作品約150点を紹介。
と　き　3月1日（水）～ 31日（金）
観覧料　無料（常設展示は別途観覧料が必要）

草木染め ～植物の色を移す～
　古代から行われてきた、植物をつかった草木染めを
楽しみます。
と　き　3月5日（日）　13:30 ～ 15:00
参加料　800円　　定　員　20人　※要申込み

香道体験講座
　香道とは、香りを楽しむことを基本とし
た、茶道や華道と同じ日本の伝統的な芸事
です。香りをききながらゆっくりとした時をお過ごし
ください。初心者でも気軽にご参加ください。
と　き　3月19日（日）13:30 ～（2時間程度）
　　　　※10:00の回は満席となりました。
講　師　小泉幸子さん（志野流香道鳥取教場）
参加料　500円（お抹茶・菓子付）
定　員　10人　※要申込み

鳥取市鹿野往来交流館
「童里夢」

鹿野町鹿野 1353
 0857-38-0030  0857-38-0031

3月は休館しません
入館無料　開館時間　9:00 〜 17:30

おふくろの味「手づくり逸品〔一品〕まつり」
　先祖代々伝わる「家庭の逸品（一品）」を60品相当
持ち寄り開催。「食と健康」についての講演もあります。
と　き　3月11日（土）
　　　　11:00 ～ 13:00　試食（5品100円）
　　　　13:00 ～ 15:00　講演会（試食付）無料
定　員　講演会：先着50人　※要予約
※駐車場がございませんので近隣の駐車場をご利用く

ださい。

下坂本清合遺跡出土埋銭
（鳥取県埋蔵文化財センター蔵）


