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　市 民 文 化 祭  7 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。

■鳥取市民会館
▷第35回鳥取市民合唱団定期演奏会

7月9日（日）14:00 〜 16:00
鳥取市民合唱団（中野）  080-1644-9860

▷新舞踊・銭太鼓さざなみ会発表会
7月30日（日）11:00 〜 15:30

さざなみ会（西村）  090-2007-6896
■さざんか会館

▷平成29年度支部周年記念吟詠錬成発表大会
　　7月17日（月・祝）12:30 〜 16:30

吟道翔風流日本吟翔会（大黒）  0857-28-2526
■とりぎん文化会館リハーサル室

▷バレエ講習会
　　7月30日（日）13:00 〜 17:00
　　　　バレエ・スクールShio Ikezawa（池澤）

 0857-24-4902
■鳥取ガスショールーム　サルーテ

▷朗読公演「平和への祈り」
　　8月6日（日）14:00 〜 15:30

朗読 ひまわりの会（川島）  0857-24-5670
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）

お城山展望台
河原城

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

7月の休館日：3・10（月）、18（火）、24・31（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

第9回 かわはら七夕まつり
　町内の幼稚園・小学校・福祉施設の皆さんの短冊が
河原城を彩ります。
と　き　7月7日（金）〜 8月６日（日）

ものづくり教室  ミニ砂像を作ろう！
　砂像マイスターが分かりやすく指導。初めての人も
オリジナル砂像作りに挑戦してみよう‼
と　き　7月17日（月祝）13:30 〜 15:30
対　象　小学生以上（低学年は保護者同伴）
参加料　600円　　定　員　10人

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 
公益財団法人ごうぎん鳥取文化振興財団助成金

岡
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房作品展
と　き　7月8日（土）〜 8月27日（日）
ワークショップ
と　き　7月22・23日（土・日）、28・29日（金・土）、
　　　　8月5日（土）
※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

7月の休館日：3・10（月）、18（火）、19（水）、24・31（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜22:00

七夕特別イベント
と　き　7月7日（金）〜 9日（日）20:00〜、21: 00〜

天体観察会「七夕の星を見よう」
　「織姫星」「彦星」をはじめとする夏の星を見つけま
しょう。
参加料（入館料と観望料）
　大人(高校生以上)　600円
　小人(小中学生)　　200円　　幼児　無料
定　員　各40人

工作体験「七夕の星空を作ろう」
　星空の台紙にカラフルなラインストーンを貼ってい
き、自分だけの七夕の星空を作ります。
定　員　各20組　※要申込み

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

7月の休館日：3・10（月）、18（火）、24・31（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

仁風閣発 鳥取城講座2017（初級編）
と　き　7月30日（日）
　　　　10:00 〜 11:30　「90分でわかる鳥取城」
　　　　13:00 〜 15:00　「鳥取城相談室」
定　員　30人　※予約不要
対　象　鳥取城初心者　　参加料　無料　※要入館料

仁風閣お茶席 茶道体験教室
と　き　7月16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　※予約不要

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

7月の休館日：3・10（月）、18（火）、24・31（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

国府、写真帖 〜記録する・記憶する〜
　昭和の時代に撮影された国府町内の写真の展覧会。
と　き　7月15日（土）〜 10月1日（日）
観覧料　一般　300円、65歳以上　100円
　　　　小・中・高校生　無料

子ども草木染め工房
　万葉集の時代から行われてきた草木染め体験。身近
な植物を染料に素敵な染物を作ります。
と　き　7月28日（金）13:30 〜 15:00
対　象　小・中学生　　参加料　500円　※要申込み

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、万葉衣装を着て、万葉の時代
にタイムスリップ！記念写真も進呈。
と　き　7月22日（土）〜 8月20日（日）
参加料　500円　※予約不要

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

7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

わらべ館お誕生日！　７月７日は入館無料
わらべ館開館 22 周年記念
イタリアン・ストリート・サーカス「オッ、マンマミーア!!」
　イタリア人ストリートアーティストのマジックあり、
ジャグリングあり、笑いたっぷりのショーをプレゼント!
と　き　7 月 8 日（土）10:30 〜 11:20（開場 10:15）
　　　　　　　　　　  14:00 〜 14:50（開場 13:45）
定　員　各回150人　※要入館料・要申込み

めちゃ飛び！ 折り紙ヒコーキ教室
　２種類の折り紙ヒコーキをつくって、みんなで飛ば
します。じょうずに投げて、めざせチャンピオン！
と　き　7月16日（日）14:00 〜 15:50（開場13:30）
講　師　梅

う め  だ  

田昌
ま さ と も

伴（折り紙ヒコーキ協会）
対　象　年長〜小学6年生（小学3年生以下は保護者同伴）
参加料　100 円（材料代）　　定　員　40 人
※要入館料・要申込み

なつかしのわらべ倶楽部（夏編）
　なつかしい童謡・唱歌、流行歌とレクリエーション。
と　き　7 月 21 日（金）13:00 〜 15:00
対　象　60 歳以上　　参加料　無料
定　員　180 人　※要申込み

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

7月の休館日：3（月）〜5（水）、10（月）、18（火）、24・31（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

開館記念日　７月1・2日（土・日）は入館無料

ハッピーバースデー  やまびこ館17th．
　やまびこ館開館17周年を記念して、
鉄道模型がやまびこ館を走ります！
と　き　7月1・2日（土・日）
参加料　無料　※予約不要

「夏泊の海女」オープニングギャラリートーク
と　き　7月15日（土）14:00 〜（１時間程度）
参加料　無料　※予約不要

海の日記念・歴史ツアー ジオパークをめぐる
　企画展「夏泊の海女」展にあわせて、鳥取県内のジ
オパークをめぐります。
と　き　7月17日（月祝）10:00 〜 15:00
参加料　500円　　定　員　20人　※要予約

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

7月の休館日：3・10（月）、18（火）、24・31（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

星空展
と　き　7月15日（土）〜 8月27日（日）

関連イベント  夜間観測会
　月と土星を望遠鏡で観測してみよう！
と　き　8月3日（木）19:00 〜 21:00　※雨天：お話のみ
ところ　あおや郷土館および周辺　　参加料　無料
定　員　30人　※要申込み：7月3日（月）〜

青谷3館連携クイズラリー
　青谷にある3館（あおや郷土館・青谷上寺地遺跡展
示館・あおや和紙工房）をまわってクイズに答えてス
タンプを集めよう。空くじなしのクジ引きに挑戦。
と　き　7月15日（土）〜 8月31日（木）
参加料　無料　　定　員　先着200人

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

7月の休館日：3・10・17・24・31（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　7 月 9 日（日）13:00 〜 15:00
参加料　無料　　定　員　先着15人

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　7 月 13 日（木）13:00 〜 15:00　※要予約

フランス語に触れてみよう
　フランスで暮らしたことのある先生と一緒に、映像
とお茶を楽しみながらフランス語に触れます。
と　き　7 月 29 日（土）14:00 〜 16:00
参加料　500円（お茶・お菓子付）　※要予約

和紙生産伝習施設
かみんぐさじ

佐治町福園 146-4
 0858-89-1816  0858-88-0235

7月の休館日：5・12・19・26（水）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 16:30

うちわ作り体験
　自分で漉いた和紙に色や模様をつけてうちわ作り
体験。
と　き　7月22日（土）〜 8月31日（木）
対　象　小学生〜一般
参加料　500 円（片面）　※期間中限定（通常 700 円）
定　員　1回10人まで　※3人以上で要予約

剪画（切り絵）絵ハガキ作り
　自分で漉いた和紙（ハガキ）に切り絵を貼り付けて、
絵はがき作り体験。
と　き　7月24日（月）10:00 〜、14:00 〜
対　象　小学生〜一般　　参加料　500 円
定　員　各回 15 人　※要予約


