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

12月の休館日：4・11・18・25（月）、29〜31（年末）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

第14回鳥取書道女流選抜展 青谷展
　鳥取県東部を中心に活躍する女性書道家たちの作品展。
と　き　12月2日（土）～ 17日（日）　　観覧料　無料

リースづくり
　因州和紙を使ってリースを作りましょう。
と　き　12月3・10日（日）
　　　　10:30 ～、13:30 ～
定　員　各回5人　※要予約　　参加料　500円

手すき和紙で墨流し（マーブリング）を
楽しもう
　墨流し（マーブリング）という染めの技法を用いて
オリジナルの美しい和紙を作ります。
と　き　12月9日（土）・10日（日）13:30 ～
定　員　各回5人　※要予約　　参加料　500円

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

12月の休館日：4・11・18（月）、19（火）、25（金）、29〜31（年末）
※28日（木）は17:00で閉館

入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜21:00

天体観察会の変更
　103㌢大型望遠鏡のリニューアルにともない、天体
観察会は、プラネタリウムによる星空解説と小型望遠
鏡の天体観察会に変更になります。
と　き　12月20日（水）～平成30年1月31日（水）

第22回クリスマス謝恩コンサート
　本格的な男声アカペラコーラスや、地元中学生の演
奏をお楽しみください。
と　き　12月 17日（日）14:00 ～ 16:00
参加料　無料

特別公開 103㌢の鏡を見よう
と　き	 12 月 9日（土）14:00 ～ 16:00
対　象	 10歳以上　※要予約

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

12月の休館日：20（水）、29〜31（年末）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

即興音楽とダンスのワークショップ
　音楽とダンスの垣根を越えて踊り奏でよう。

ファシリテート：やぶくみこ、田
	た	なかえつ 	こ 	

中悦子、木
	き	 	の 	さい 	こ 	

野彩子	他
と　き　12月9日（土）10:30 ～ 11:30
定　員　50人　　対　象　年長児以上
参加料　無料　※要申込み

おもちゃワールド（冬編）
　100種類以上のおもちゃが大集合！　　※要入館料
と　き　12月16日（土）～平成30年1月14日（日）

にじいろコンサート
　鳥取市少年少女合唱団クリスマスコンサート。
と　き　12月16日（土）14:00 ～ 15:00
定　員　先着70人　　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

12月の休館日：4・11・18・25（月）、29〜31（年末）
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
と　き　12月 6日（水）19:00 ～ 21:00
参加料　500円（ドリンク・お菓子付き）

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　12月 9日（土）14:00 ～ 15:00
参加料　無料

鳥取ふるさと UI（友愛）会 初めての楽しい手話
　手話で「ふるさと」を唄いましょう。初めての人も
お気軽にご参加ください。
と　き　12月 10日（日）13:00 ～ 14:30
参加料　無料　※要予約

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

12月の休館日：29〜31（年末）

第 6 回ギャラリーコンサート
　県東部の中学や高校で演奏指導する“鳥取ウインド
シンフォニカ”による吹奏楽コンサート。
と　き　12月16日（土）11:00 ～ 11:30
観覧料　無料　※予約不要
平成 29 年度鳥取市文化ホール自主事業
名曲をあなたにコンサート
　地元出身の若手アーティスト田

	た 	 なか 	 ま 	 	 ゆ 	 	 こ 	

中麻祐子（クラリ
ネット）、梅

うめ	の 	 	 み 	 	 な 	 	 こ 	

野美菜子（トランペット）、小
こばやし 	も 	 	 ね 	

林萌音（ク
ラリネット）によるソロコンサート。
と　き　平成30年1月6日（土）14:00 ～ 16:00
ところ　鳥取市文化ホール
入場料　全席自由		一般1000円、高校生以下500円
※未就学児の入場は不可

お城山展望台
河原城

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

12月の休館日：4・11・18・25（月）、29〜31（年末）
入館料：一般250円　　開館時間 9:30 〜 17:00

※入館は閉館時刻の30分前まで

ものづくり教室 クリスマス・リース作り
　カズラやツタ、木の実など自然素材で作るオリジナ
ルXmasリース。
と　き　12月 17日（日）10:00 ～ 12:00
参加料　500円　　定　員　10人程度　※要予約
対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

農閑期ものづくり体験 正月しめ飾り作り
　河原町内の農家さん指導で“しめ飾り”を手作りします。
と　き　12月 23日（土）10:00 ～ 12:30
ところ　集合場所：河原町総合支所駐車場（9:45）
参加料　500円　　定　員　10人程度　※要予約
対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

　
　市 民 文 化 祭  12 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。

■鳥取市文化ホール

　▷鳥取大学ギターアンサンブル部第47回定期演奏会
　　12月9日（土）14:00 ～ 16:00
　　　　鳥取大学ギターアンサンブル部（植村）

	090-4404-4100

　▷鳥取大学マンドリンクラブ第59回定期演奏会
　　12月17日（日）13:30 ～ 16:30
　　　　鳥取大学マンドリンクラブ（下村）

	090-5012-5407
■鳥取市民会館

　▷鳥取大学混声合唱団フィルコール第58回定期演奏会
　　12月16日（土）14:00 ～ 16:00
　　　　鳥取大学混声合唱団フィルコール（須川）

	080-6157-7662
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）

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

12月の休館日：4・11・18・25（月）、29〜31（年末）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

郷土のカメラマンによる写真展2017
　気高・鹿野・青谷地域在住・在
勤の写真愛好家が「色」をテーマ
に撮影・制作した写真作品を展示。
と　き　12月 9日（土）～平成 30年１月 8日（月祝）
観覧料　無料

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

12月の休館日：4・11・18・25（月）、29〜31（年末）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

開館時間　9:00〜17:00

第10回池田家墓所写真コンクール作品展
と　き　12月 9日（土）～平成 30年 1月 14日（日）
観覧料　無料

お正月寄せ植えづくり
　万葉集の歌にも多く詠まれた
松・竹・梅などの花木を用いた
寄せ植えづくり。
と　き　12月10日（日）10:00 ～ 12:00
参加料　2500 円　※要申込み

お正月のおもてなし薬膳講座
と　き　12月15日（金）9:30 ～ 12:00
ところ　国府町コミュニティセンター食生活改善室
定　員　20人　　参加料　800円（材料費）

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 
正月展
と　き　12月16日（土）～平成30年1月15日（月）

お正月七福神巡りスタンプラリー
と　き　平成30年1月3日（水）～ 10日（水）
休 館 日：毎週火曜日（祝日の場合開館翌日休館）
　　　　		12月30・31日
開館時間：10:00～17:00（月・水・木・金は15:00まで）

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

12月の休館日：4・11・18・25（月）、29〜31（年末）
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 館蔵絵図のセカイ
　鳥取市歴史博物館が所蔵する絵図を中心に紹介します。
と　き　平成30年1月8日（月祝）まで
観覧料　無料
展示解説
と　き　12月 17日 11:00 ～ 11:40　※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 

12月の休館日：29 〜 31（年末）
開館時間　9:00 〜 18:00

オトナ女子のための
Winterワークショップ in Palette
と　き　12月9・10日(土・日)
●「Claraさんとつくるハッピーカムカム人形」
9日（土）10:00 ～、14:00 ～
定　員　各回16人　　参加費　1000円

●「goccoさんとつくる水引アクセサリー」
9日（土）10:00 ～、13:30 ～
定　員　各回10人　　参加費　1500円

●「くじらさんと作る型染めサコッシュ」
10日（日）10:00 ～、14:00 ～
定　員　各回10人　　参加費　2000円
持ち物　使い古しのタオル、汚れても良い服装ま

たはエプロン
●「Relate	worksさんとつくる木のMY箸」
10日（日）10:00～、11:00～、13:00～、14:00～
定　員　各回6人　　参加費　1000円

※事前申込み優先、先着順


