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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

4月の休館日：3・10・17・24（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

共催展 鳥取県指定文化財　新規指定・保持者認定記念展
　平成 28 年度に指定された鳥取県無形文化財保持者

（木工・福田豊さん、七宝・橋詰峯子さん）の作品のほか、
新規鳥取県指定の文化財を広く紹介。
と　き　4月15日（土）〜 5月21日（日）
観覧料　無料

学芸員講座 災害について
と　き　4月16日（日）14:00〜15:00　　定員　20人
参加料　無料　※予約不要

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 

4月は休館しません
開館時間　9:00 〜 18:00

フォークレボリューション ライブ
　春の風にのせて贈るフォークアコースティックライブ。
と　き　4月23日（日）17:30 〜（開場17:00）
入場料　1000円　※1ドリンク付き

ハッピーウクレレ倶楽部 鳥取・姫路ウクレレ交流会
　童謡唱歌からジャズ・ポップスなど幅広いジャンル
の楽曲を、ウクレレの優しい音色と趣向を凝らした演
奏で新たな魅力が楽しめます。
と　き　4月30日（日）12:30 〜
入場料　無料

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

4月の休館日：19（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

すずさんとハナウタライブ
　映画「この世界の片隅に」の音楽を手がけたコトリ
ンゴの歌とピアノをお楽しみください。
と　き　4 月 22 日（土）15:00 〜 16:30
※要入館料、要申込み

にじいろコンサート
岩倉コーラス10周年記念コンサート
と　き　4 月 23 日（日）14:00 〜 15:00
参加料　無料

中山晋平うたごえ広場
　あなたの好きな中山晋平作品は？ みんなで代表曲
を歌いましょう。
※歌う曲は当日リクエストにお応えします。
と　き　4 月 27 日（木）14:00 〜 14:45   ※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 
お宝展（わが館のお宝を展示）
と　き　4月1日（土）〜 5月8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

4月の休館日：3・10・17・24（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

ニシオトミジ  輪廻
　鳥取市出身の画家 ニシオトミジさん
の代表作「輪廻シリーズ」から約20点の
作品を展示。
と　き　4月15日（土）〜 5月21日（日）

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

4月の休館日：3・10・17・24（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

髙砂屋歳時 端午の節句
　高砂屋に寄贈していただいた五月人形・兜などと市
内のみなさんからお借りした貴重な鎧かざり・のぼり
などを展示。
と　き　4月22日（土）〜 5月7日（日）

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

4月の休館日：3・10・17・24（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

万葉人に変身！まが玉づくり＆万葉衣装体験
　まが玉をつくった後、万葉
衣装で記念写真を撮ります。
と　き　4月29日（土祝）
　　　　〜 5月7日（日）
参加費　500円　※予約不要

まんれき！クイズラリー
　因幡万葉歴史館のクイズを解いて、万葉集や古代の
歴史について楽しみながら学べます。
と　き　4月29日（土祝）〜 5月7日（日）
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

4月の休館日：3・10・17（月）、18（火）、24（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜22:00

宇宙ふしぎ探検 アルデバラン食を見よう
　おうし座の1等星「アルデバラン」が月に隠され、再
び現れる現象「アルデバラン食」を望遠鏡を使って観察。
と　き 4月1日（土）18:00〜19:55　　定員　40 人
参加料 一般　　　　　　600円
 小人(小中学生)　200円　

※入館料と観望料

プラネタリウム番組
今夜の星空生解説・太陽のひみつにせまる
と　き　6月18日（日）まで
　　　　平　　日　10:30〜、14:00〜、16:00〜
　　　　土･日･祝　10:30〜、12:30〜、14:00〜、16:00〜
参加料 一般　　　　　　600円
 小人(小中学生)　200円　

※入館料と観望料

定　員　各回40人

期間展示 第23回星景写真コンテスト入賞作品展
と　き　5月28日（日）まで

お城山展望台
河原城

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

4月の休館日：3・10・17・24（月）
入館料：一般250円　　開館時間 9:30 〜 18:00

戦国甲冑展 ～井伊の赤備えと徳川四天王～
　大河ドラマで話題の「井伊の赤備え」など戦国の勇
壮な甲冑や小物などを展示。
と　き　4 月 9 日（日）〜 5 月 14 日（日）

ものづくり教室
石地蔵さんを作ろう！
と　き　4 月 9 日（日）
　　　　13:30 〜 15:30
定　員　10 人程度　※要予約　　参加料　800 円

青谷上寺地遺跡
展示館

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

4月の休館日：3・10・17・24（月）
入館無料　　開館時間　9:00〜17:00

樹脂粘土でつくろう！
アートなアクセサリー
　樹脂粘土を使ってきれいなアクセ
サリーをつくります。
と　き　5月6日（土）9:30 〜、13:30 〜
対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
参加料　一般 500 円、高校生以下無料
定　員　各回20人　※要申込み・4月22日から受付

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

4月の休館日：10・17・24（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

☆4月3日（月）は臨時開館します

仁風閣誕生フェア（5月10日は仁風閣の日）
参加料 無料　※要入館料
　　　　　　　　（庭園でカフェ利用される人は除きます）
ジャズバイオリンコンサート
と　き　4月23日（日）13:00 〜 14:00
特別展示『吉田璋也写真展』
と　き　4月21日（金）〜 5月28日（日）
期間限定カフェテラス
と　き　4月29日（土祝）〜 5月10日（水）
　　　　10:00 〜 16:00（ラストオーダー 15:30）

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

4月の休館日：3・10・17・24（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

企画展 ちぎり絵展  和紙の愉しみⅧ
　「全国和紙ちぎり絵サークル第 17
回全国展」に出品された作品の中か
ら、約 50 点を選抜して展示。
と　き　4 月 22 日（土）
　　　　〜 6 月 18 日（日）
観覧料　一般 300 円、小・中・高校生 150 円

ロビー展 源左さんと鳥取のむかしばなし
　青谷町出身の東京在住イラストレーター  おくむら
のりこさんが因州和紙に描いた、まんが絵巻を展示。
と　き　4 月 1 日（土）〜 5 月 7 日（日）
観覧料　無料

　

　市 民 文 化 祭  4 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。
■ギャラリーあんどう

　▷2017春（第11回）ラコンテ作品展
4月19日（水）〜23日（日）10:00 〜 18:00

絵画グループ ラコンテ（山本）  0858-72-0789
■鳥取市文化ホール

　▷第30回ヴォーカルコンサート
4月30日（日）14:00 〜 17:00

桜声会（村田）  0857-23-9867
■中電ふれあいホール

　▷盆栽展
4月28日（金）〜 30日（日）10:00 〜 17:00

鳥取盆栽会（山本）  0858-88-0826
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）

 最終日（17:00 ）

 最終日（16:00 ）

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

4月の休館日：3・10・17・24（月）
開館時間　10:00〜18:00（土・日・祝は17:00まで）

久松山お花見YOGA ＆ ウクレレ
と　き　4 月 5 日（水）10:00 〜 13:00　 ※要予約
参加料　1500円（ピンク色着用で1000円）　※弁当持参
講　師　石谷依利子さん（砂丘YOGA代表）

仕事の相談会　　　　　　　　　 ※要予約
と　き　4 月 20 日（木）13:00 〜 15:00

鳥取ふるさとUI（友愛）会交流会
と　き　4 月 23 日（日）11:30 〜 13:30
参加料　無料　※予約不要


