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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

6月の休館日：5・12・19・26（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

やまびこ館ってこんなとこ
～学芸員イチオシ！名？迷？品展～
　博物館であるやまびこ館がどんなことをして
いる所なのか、館蔵資料とともに紹介します。
と　き　6月3日（土）〜 7月2日（日）
観覧料　無料

資料相談室
　古そうだけどこれって何？にできる限りお答えしま
す。　※鑑定・査定ではありません。
と　き　6月11日（日）10:00〜12:00、13:00〜15:00

ありがとうのカードを作ろう ! ＊父の日＊
　手づくりのカードで感謝の気持ちを伝えませんか？
と　き　6月18日（日）10:00 〜 15:00
参加料　100円　　定　員　先着30人　※予約不要

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

6月の休館日：5・12・19・26（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

和紙の小物入れづくり
と　き　6月 18・25日（日）
　　　　10:30 〜、13:30 〜
参加料　600円　　定　員　各回 5人　※要予約
因州和紙あかり展関連事業
あかり展出前講座「出張ワークショップ」
　因州和紙あかり展一般部門への出品に向けて、地区公
民館などに出向きランプシェードの制作指導をします。
と　き　6月〜 11月（随時）
ところ　各地区公民館など
参加料　2000 円　※因州和紙あかり展出品料込み
因州和紙あかり展関連事業
あかり展ジュニア部門出前講座「出張ワー
クショップ」
　因州和紙あかり展ジュニア部門への出品に向けて、小
学校などに出向きランプシェードの制作指導をします。
と　き　6月〜 11月（随時）
ところ　小学校・児童クラブなど
参加料　無料

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

6月の休館日：5・12・19・26（月）
開館時間　10:00〜18:00（土・日・祝は17:00まで）

ガーデン移住者交流会
　快適な鳥取暮らしのために情報交換しましょう。
と　き　6月 10日（土）13:00 〜 15:00
参加料　無料

仕事の相談会
　鳥取市雇用アドバイザーが仕事の相談に応じます。
と　き　6月 15日（木）13:00 〜 15:00　※要予約

鳥大落語会
　梅雨の季節を笑ってすっきり！
と　き　6月 18日（日）14:00 〜 15:00
参加料　無料

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 

井伊家と武将たち
と　き　6月29日（木）まで
※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）

お城山展望台
河原城

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

6月の休館日：5・12・19・26（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

特別展示 海からの贈り物・流木ものがたり
　波の音が聞こえてきそうな流木アートはまさに地球
からの贈り物。不思議な魅力をご覧ください。
と　き　6月25日（日）まで

八上比売命プロジェクトその参 戦国甲冑を作ろう!
　専門講師が指導する段ボール甲冑。途中参加でも安
心の補修講座有り(第7回目)。
と　き　6月 18日（日）14:00 〜 16:30 頃
参加料　3800 〜 4000円　※要予約

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

6月の休館日：21（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

グッと伝わる! 日本の唱歌の歌い方
　蔭
かげやま

山卓
たく じ

司さんによる日本語を大切にした歌い方の講座
と　き　6月 10日（土）14:00 〜 15:30
対　象　小学生以上　※要入館料・要申込み

さわやかDay楽団コンサート
　障がいのある人たちが奏でるコンサート。
曲目：「早春賦」「たなばたさま」「恋」ほか
と　き　6月18日（日）13:30 〜
定　員　先着150人　※要入館料
童謡・唱歌講演会
唱歌・童謡の世界とその人間模様
　海

かいぬま

沼実
みのる

さんを講師に迎え、歴史をたどりながら、そ
の背景にあった創作者たちの人間模様に迫ります。
と　き　7月1日（土）14:00〜 16:00
参加料　無料　※要申込み（6/1〜）

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

6月の休館日：5・12・19・26（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

庭木の手入れボランティアスタッフ  募集
　庭木剪

せんてい

定のボランティアを募集します。初めての人
も丁寧に指導しますので、無理なく剪定技術を習得す
ることができます。
と　き　7月〜平成30年3月の期間中　8回予定
　　　　（すべて木曜日に実施予定）9:00 〜 11:00
定　員　15人程度
※当館の事業にご協力いただけるボランティアも募集
しています（展示解説・茶席・イベント・生け花など）。
詳しくはお問い合わせください。

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 

6月は休館しません　　開館時間　9:00 〜 18:00

絵てがってん
～ 7地区公民館「絵てがみ教室」合展～
	岩倉、津ノ井、美保南、若葉台、湖山、醇風、東郷
の教室合同展。身近な草花や野菜などを題材に、表情
豊かに描かれた絵てがみをお楽しみください。
と　き　6月15日（木）〜 18日（日）
　　　　10:00 〜 17:00（最終日は16:00まで）
入場料　無料

ハッピーウクレレ倶楽部 ウクレレ発表会
　初心者から中級・上級者が、練習の成果を発表。ハ
ワイアンだけではないウクレレの優しい音色をぜひ、
聞いてください。
と　き　6月25日（日）13:00 〜
入場料　無料

もちがせ
流しびなの館

用瀬町別府 32-1
 0858-87-3222  0858-87-3169

6月の休館日：７・14・21・28（水）
入館料：一般300円、中学生以下無料

開館時間　9:00 〜 17:00

綾木弘氏の郷土人形展 ～九州・近畿・中部編～
　綾木弘さん（用瀬町）が、全国各地を訪ね歩いて集
めた人形の特別展示。砂の美術館作製の「流しびな」
の砂像も併せてお楽しみください。
と　き　6月1日（木）〜 9月30日（土）
観覧料　無料　※要入館料（特別展示室は無料）

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

ギャラリーコンサート
観覧料　無料　※予約不要
第1回　6月3日（土）11:00 〜 11:30
　スタンダードジャズから演歌まで幅広い演奏を行う
社会人ビッグバンド“クインビージャズオーケストラ”
によるコンサート。
第2回　7月1日（土）11:00 〜 11:30
　鳥取の若手女性音楽家３人によるミニコンサート。
ヴァイオリン：湯淺いづみ
ソプラノ：中原美幸　ピアノ：綿口裕美子

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

6月の休館日：5・12・19・26（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

倉
くらもと

元里
 り  さ い

彩“陶”展 ～灰被り・窯変の世界～
　青谷町出身、「いそじ窯」を主宰す
る陶芸家の倉元里彩さんの作品展示。
と　き　6月10日（土）〜
　　　　　　7月9日（日）
陶芸教室
と　き　7月2日（日）10:30 〜、13:30 〜
参加料　1000円　※要申込み　　定　員　各15人

青谷上寺地遺跡
展示館

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

6月の休館日：5・12・19・26（月）
入館無料　　開館時間　9:00〜17:00

「あおいち」協賛事業 鹿の角
つの

で魚つり
　鹿の角でできた釣り針を使って、パネルの魚を釣り
ます。何匹釣れるかな？
と　き　6月4日（日）10:00 〜 12:00
参加料　無料　※予約不要
※先着 30人に記念品プレゼント

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

6月の休館日：5・12・19（月）、20（火）、26（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜22:00

プラネタリウム番組
今夜の星空生解説・太陽系はこう変わった!
　太陽系の想像図がどう変わってきたか、なぜ冥王星
は惑星ではなくなったかを解説する、さじアストロ
パークオリジナル番組。
と　き　6月21日（水）〜 10月15日（日）
　　　　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 星空ウォーク
　さじアストロパークが加盟している「全国科学館連
携協議会」の巡回展示。
と　き　7月17日（月祝）まで

開館した時のポスター


