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

8月の休館日：7・21・28（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

ロビー展 因州和紙と写真の融合展（職人技編）
　　　　  ～和傘の彩り～
　鳥取市在住のアマチュアカメラマン上原俊一さんが

「和傘職人」をテーマに撮影。因州和紙に印画した作品展。
と　き　8 月 20 日（日）まで　　観覧料　無料

万華鏡づくり
　因州和紙を使った万華鏡を作ります。
と　き　8 月 6・20 日（日）10:30 ～、13:30 ～
参加料　500 円　　定　員　各回 5 人  ※要予約

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

8月の休館日：7・21・28（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

ジェルキャンドルで青谷の海を作ろう！
　オーブン粘土の小物と青谷海岸の砂を使って、オリ
ジナルのジェルキャンドルを作ります。
と　き　8月19日（土）①9:30 ～　②14:00 ～
ところ　青谷町コミュニティセンター会議室
参加費　1000円　　定　員　①12人　②13人
※要申込み
※小学校低学年以下は、要保護者同伴

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

8月の休館日：7・14・21・28（月）
開館時間　10:00 〜 18:00（土・日・祝は17:00まで）

仕事の相談会
　鳥取市無料職業紹介所の雇用アドバイザーがお一人
おひとりのお話を伺って、マッチングします。
と　き　8 月 10 日（木）13:00 ～ 15:00　※要予約

住まいの相談会
　住まいを探している人、提供したい人の相談に応じます。
と　き　8 月 22・23 日（火・水）13:00 ～ 15:00

※要予約

鳥取ふるさとUI（友愛）会交流会
　移住者のネットワークです。情報交換しましょう。
と　き　8 月 27 日（日）11:30 ～ 13:30
参加料　無料　※予約不要

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

8月の休館日：7・21・28（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

第20回因幡の傘踊りの祭典
　県東部の傘踊りや手傘踊りの
団体が、「因幡の傘踊り」発祥
の地に一堂に集い、勇壮な傘踊
りを豪華競演します。演技終了
後に打上花火も行います。
と　き　8月19日（土）17:00 ～ 20:00
参加料　無料　※雨天の場合：国府町コミュニティセンター

関連イベント  座談会「北海道に渡った因幡の傘踊り」
と　き　8月19日（土）14:00 ～ 15:30
参加料　無料　　定　員　先着50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 
鳥取県障がい者アート活動支援事業
夏のかがやき展
と　き　8月2日（水）～ 31日（木）
※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）

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

8月の休館日：7・21・28（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）
「鳥取城見学会」　※小雨決行（荒天中止）
と　き　8月6日（日）10:00 ～ 12:00
ところ　仁風閣正門集合　　対　象　鳥取城初心者
定　員　30人　※当日先着順　　参加料　無料

　

　市 民 文 化 祭  8 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。

■中電ふれあいホール
▷第49回光影クラブ写真展

8月25日（金）～ 30日（水）9:30 ～ 17:30
光影クラブ（金居）  0857-23-0321

■鳥取市民会館
▷寺内智子&中原美幸ソプラノ・ジョイントコン

サートVol.2
　　9月3日（日）14:00 ～ 16:00

EN+ER企画（中原）  080-3872-6099
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（16:00 ）

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

8月は休館しません　※11日（金祝）〜15日（火）は8:00開館
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

おもちゃと遊びの企画展
青い目の人形 －小さな瞳に映る 90 年－
　昭和2年の人形交流から90年の節目に、散岐小学校所
蔵の「青い目の人形」を展示します。
と　き　8 月 1 日（火）～ 15 日（火）　※要入館料

関連イベント  トークイベント「青い目の人形をたずねて」
と　き　８月６日（日）11:00 ～ 11:45
講　師　山本美千枝　　参加料　無料

にじいろコンサート
ケーナ・オカリナサマーコンサート
曲目「コンドルは飛んで行く」、「みかんの花咲く丘」、

「君をのせて」他。
と　き　8月6日（日）14:00 ～ 15:00
参加料　無料

おもちゃワールド（夏編）
と　き　前期：8月1日（火）～ 15日（火）
　　　　後期：8月16日（水）～ 31日（木）
※要入館料　※前期・後期で内容を一部変更します。

青谷上寺地遺跡
展示館

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

8月の休館日：7・21・28（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

古代の宝石 琥
こ は く

珀勾
ま が た ま

玉づくり
　古くから宝石として装飾品などに使
用されていた琥珀を使って勾玉作り。
と　き　8月11日（金祝）・26日（土）・27日（日）
　　　　9:30 ～、13:30 ～
参加料　一般900円、高校生以下無料
定　員　各回20人　※要申込み：8月1日（火）～

「あおいち」協賛事業 上寺地スタンプをつくろう!
　ゴム印をほって、青谷上寺地遺跡にちなんだかわい
いスタンプを作ります。
と　き　9月3日（日）9:30 ～ 11:00
対　象　小学生以上
参加料　一般400円、高校生以下無料
定　員　15人　※要申込み：8月22日（火）～

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

8月の休館日：21・22（月・火）、28（月）〜 30（水）
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 ペルセウス座流星群を観察しよう
　専門職員の解説付きで「ペルセウス座流星群」を観察。
と　き 8月11日（金祝）～ 13日（土）21:30 ～ 23:00
参加料 天文台園地で実施のため無料

 ※入館の場合、入館料が必要

親子で楽しむ星の講座 星座を作ろう
　星座の成り立ちなどの話のあと、自由に星座を作っ
て紙に描き、フィルムコートして下敷きに仕上げます。
と　き 8月19・20日（土・日）14:15 ～ 15:30
定　員 各回40人　※要予約

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

8月の休館日：7・21・28（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

鳥取市歴史博物館・鳥取市あおや郷土館共催展
夏泊の海女
　夏泊の豊かな海と海女漁に
ついて歴史をひもときます。
と　き　8月27日（日）まで
観覧料　無料

関連イベント  ギャラリートーク
と　き　8月5・19・26日（土）14:00 ～
参加料　無料　※予約不要

山の日記念・歴史ツアー 太閤ヶ平で太閤気分♪
　鳥取城攻めの際の秀吉本陣の跡まで登ります。
と　き　8月11日（金祝）9:00 ～ 12:00
参加料　無料　　定　員　20人　※要予約

青谷海岸夏泊浦海女アワビ取
（あおや郷土館所蔵）

お城山展望台
河原城

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

8月の休館日：7・14・21・28（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
マンガで見る神話のヒーロー・ヒロイン展
　マンガ風、アニメ風、劇画風、萌え系と色々なタッ
チで描かれた神話のお話をお楽しみください。
と　き　8月27日（日）まで

河原城・ホラーナイト
　一夜限定！ 河原城がお化け屋敷に大変身。夏の暑さ
を肝試しで吹き飛ばそう。
と　き　8月13日（日）17:30 ～ 20:30
対　象　小学生のみ　※保護者同伴、要予約
参加料　300円（保護者1人無料）

鳥取市民会館 掛出町 12
 0857-24-9411  0857-24-9412

8月の休館日：15（火）

因幡和太鼓の祭典
と　き　8月6日（日）13:30 ～
入場料　一般1000円
　　　　高校生以下無料
地元出演　県東部で活動中の和太鼓団体
ゲスト　「倭 -YAMATO」
　　　　Lazo borrcho（ラソ ボラーチョ）

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 

8月は休館しません　　開館時間　9:00 〜 18:00

ロックスピリッツ in 鳥取 supported by Aztic
　音楽に興味ある若い世代に音楽の楽しさを知っても
らい、鳥取市の音楽シーンを盛り上げていきたい！
と　き　8月16日（水）14:45 ～（開場14:30）
入場料　無料


