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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

9月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

絵本のひきだし 林明子原画展
～はじめてのおつかい。こんとあき、そしてひよこさんまで～
　名作絵本を数多く送り出した林明子
さんの絵本原画展。
と　き　9月9日（土）～10月22日（日）
観覧料　500円

テーマ講座 鳥取県再置について
と　き　9月10日（日）14:00 ～ 15:00
定　員　先着25人　　参加料　無料

ありがとうのカードを作ろう! ＊敬老の日＊
と　き　9月18日(月祝）10:00 ～ 15:00
参加料　100円　　定　員　先着30人　※予約不要

『こんとあき』
林明子作　福音館書店刊
原画は宮城県美術館蔵

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

第 3 回ギャラリーコンサート
　金管楽器奏者『鳥取ブラスプレイヤーズ』の、お子さ
んから大人まで楽しめるアットホームなコンサート。
と　き　9月16日（土）11:00 ～ 11:30
観覧料　無料　※予約不要

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 
鳥取県魅力ある展示支援事業  南

な ん  ば  

場兄
け い い ち

一展
と　き　9月30日（土）～ 10月30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）

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

9月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

第10回池田家墓所写真コンクール作品展
　コンクールに応募された作品の一部を展示。
と　き　9月2日（土）～ 10月15日（日）
観覧料　無料　※要入館料
関連イベント 尺八演奏・仁風閣と池田家のおはなし
と　き　9月24日（日）15:15 ～ 16:00
参加料　無料　※要入館料

お城山展望台
河原城

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

9月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（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

聚
しゅうとう

灯展 ～素材を生かした風香る和紙あかり
と　き　9月3日（日）～ 10月29日（日）

河原城  月見会
　昼の部ヒーローショー、キッズダンス＆コンサート、
夜の部の郷土芸能やお月見コンサートで盛り上がろ
う！ぜんざいの振る舞いやバザーもありますよ。
と　き　9月24日（日）15:00 ～ 20:00頃
ところ　イベント広場
　　　　※雨天時：河原町コミュニティセンター

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 

9月は休館しません　　開館時間　9:00 〜 18:00

明治・鳥洋わくわく絵てがみ展 2017
　絵てがみを「見る」「もらう」「描く」いろんなわくわ
くが楽しめます！絵てがみが当たるプレゼント企画や
オトナの『ぬり絵てがみ』コーナーもあります！
と　き　9月13日（水）～ 17日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は16:00まで）
入場料　無料
体験教室『割り箸で絵てがみを描いてみよう！』
と　き　9月17日（日）13:30 ～ 15:30
参加料　無料　　定　員　20人　※要申込み

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

9月の休館日：4・11（月）、19（火）、20（水）、25（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 見納めの土星を見よう
　今年は土星の環が一番開いて見られます。103㌢大
型望遠鏡「キラット望遠鏡」で土星を観察しましょう。
と　き 9月1日（金）～3日（日）20:00 ～ 21:00
参加料　大人(高校生以上)600円
　　　　小人(小中学生)　200円　

※入館料と観望料

期間展示 アストロ宇宙写真展
　さじアストロパーク専門職員が撮影した天体写真の
数々を、解説付きでパネル展示。
と　き　9月21日（木）～ 11月5日（日）

★「とっとり県民の日」協賛として、9 月 12 日（火）前
後は入館無料になる施設があります。詳しくは各施設
にお問い合わせください。

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

9月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

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 ～女
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　豊かな漁場である夏泊の地で営まれた、秀吉の時
代からの由緒を持つ海女漁の歴史をひもときます。
と　き　9月 2日（土）～ 11月 5日（日）
観覧料　無料

青谷まちあるき
　展覧会「夏泊の海女」に合わせて夏泊をめぐり、ジ
オと歴史を探訪。
と　き　10月7日（土）13:30 ～　※少雨決行
参加料　無料　　定　員　20人
※要申込み：9月7日（木）～

　

　市 民 文 化 祭  9 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。

■鳥取市文化センター展示ホール

　 ▽第21回絵画グループ火の鳥作品展
　　9月15日（金）～ 19日（火）9:00 ～ 17:00

絵画グループ火の鳥（松本）	 	0857-53-3325
■とりぎん文化会館、市民会館、梅鯉庵、宝扇庵

　▷秋季大茶会
　　9月16日（土）～ 17日（日）9:30 ～ 15:30

鳥取茶道連合会（衣川） 	0857-22-3969
■鳥取市民会館

　▷第291回例会劇団青年座公演
　　　『ブンナよ、木からおりてこい』
　　9月28日（木）18:30 ～ 20:45

鳥取演劇鑑賞会（本城） 	0857-23-6486
■宝林堂ギャラリー

　▷第14回鳥取書道女流選抜展
　　10月7日（土）～ 9日（月祝）10:00 ～ 18:00

鳥取書道連盟（岩田） 	0857-59-1863
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）

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

9月の休館日：4・11・18・25（月）
開館時間　10:00 〜 18:00（土・日・祝は17:00まで）

若桜街道ビブリオバトル
　書評バトル。本を通して交流しましょう。
と　き　9月 6日（水）19:00 ～ 21:00

鳥大落研ガーデン寄席
と　き　9月 10日（日）13:00 ～ 14:00
参加料　無料

鳥取ウォッチング
　公共交通機関に乗って鳥取の街をウォッチング。
と　き　9月 27日（水）10:00 ～ 13:00
参加料　無料（交通費などの諸費用は各自負担）
※要予約

城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

9月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

展覧会 鳥取大地震
　昭和18年の鳥取大地震と平
成28年の鳥取中部地震につい
てパネルで紹介。
と　き　9月8日（金）
　　　　　～ 11月30日（木）

鳥取大地震の被災状況
（鳥取市歴史博物館蔵）

青谷上寺地遺跡
展示館

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

9月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

ロビー展 因幡の焼きものがたり −縄文から現代へ−
　縄文時代～現代の土器・陶磁器を展示し、因幡地方
の歴史や様相を紹介。
と　き　9月16日（土）～ 12月17日（日）
観覧料　無料

上寺地スタンプをつくろう!
と　き　10月1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：9月16日（土）～

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

9月の休館日：4・11（月）、19（火）、25（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

企画展 ボールペンアート展Ⅱ
　　  「wildlife ～鳥と野生動物～」
　現代美術家	永本冬森さんが、因州和紙にボールペン
を使って動物たちの姿を描く作品展。
と　き　9月16日（土）～11月26日（日）
観覧料　一般300円、小・中・高校生150円
関連イベント
千松信也 ＆ 永本冬森トークショー
と　き　9月16日（土）14:00 ～
定　員　80人
参加料　無料　※要企画展観覧料

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

9月の休館日：20（水）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

ファミリーコンサート タニケンのファミリーステージ
　NHK	Eテレ「フックブックロー	ミニ」に平積傑作役で
出演中の谷本賢一郎による、みんなが笑顔になれるコン
サート。
と　き　9月30日（土）11:00～12:00（開場10:30）
ところ　鳥取市民会館
※専用チケット（指定席）
　一般販売　8月26日（土）9:00 ～
　　大人1000円、友の会会員500円
　　3歳以上高校生以下200円
　　3歳未満ひざ上鑑賞は無料
　　（要整理券）


