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城下町とっとり交流館
高砂屋

元大工町 1
 0857-29-9024  0857-29-9039

2月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

歳時「節分」
　先着 50 人に福豆をプレゼント。
と　き　2 月 3 日（土）

歳時「ひなまつり」
と　き　2 月 24 日（土）
　　　　　～ 3 月 4 日（日）

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 

2月は休館しません　開館時間　9:00 〜 18:00

新春 謡曲・仕舞大会
　鳥取観世会の会員が古典の曲を演じる発表会。
と　き　2月4日（日）14:00 ～ 16:00
入場料　無料

バレンタインコンサート♡
　若手演奏家がクラシックからおなじみの曲までをお
贈りするアットホームなコンサート。
と　き　2月12日（月振）14:00 ～
入場料　前売り1200円、当日1500円　※先着順

花こらぼ ～ハルヲマツヒ～
　絵画、写真、書、ハンドメイド作品など、さまざま
なジャンルの「花」作品の展示やワークショップ（有料）。
と　き　2月21日（水）～ 25日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は16:00まで）
入場料　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
2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）

若桜街道ビブリオバトル
　本の紹介コミュニケーションゲーム。
と　き　2 月 7 日（水）19:00 ～ 21:00
参加料　500円（ドリンク・お菓子付き）

仕事の相談会
　雇用アドバイザーが、お仕事の相談にのります。
と　き　2 月 15 日（木）13:00 ～ 15:00
参加料　無料　※前日までに要予約

住まいの相談会
　とっとり暮らし住宅相談員が、お住まいの相談にの
ります。
と　き　2 月 20 日（火）13:00 ～ 15:00
参加料　無料　※前日までに要予約

お城山展望台
河原城

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

2月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
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

節分・豆まき行事
　年男・福娘（河原第一小学校 5 年生児童）のみなさ
んの豆まきで 1 年の無病息災を祈願。10㍍の恵方巻
作りにも挑戦！先着 100 人に豚汁のふるまい。
と　き　2 月 4 日（日）11:00 ～ 12:30

特別展示 上
う え  だ  か つ と し

田勝俊写真展・湖山池の四季
　山陰の風景・人・モノ・行事など“ふるさと”を撮
り続ける上田さんの作品展。
と　き　2 月 3 日（土）～ 3 月 25 日（日）

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

2月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

第19回西いなば再発見フォトコンテスト
入賞作品展
　西いなば地域（気高・鹿野・青谷町）を題材にしたフォ
トコンテスト入賞作品を、因州和紙に印画して展示。
と　き　2 月 10 日（土）～ 23 日（金）
観覧料　無料

木やツルでつくる和紙あかり
　木やツルを使ったフレームに和紙を貼りつけたラン
プシェード作り。
と　き　2月18日（日）13:00 ～
講　師　山

や ま  の  う ち

ノ内芳
よ し ひ こ

彦さん（木工・灯り作家）
定　員　15 人　※要予約　　参加料　3000 円

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

合唱フェスティバル「A
ア マ ー ビ レ

mabile」
　地元合唱団体による合唱祭
と　き　2月18日(日)14:00 ～
ところ　鳥取市文化ホール
入場料　全席自由  一律500円（小学生以下は無料）
※未就学児の入場は不可

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

2月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

あおや郷土館所蔵 スペイン版画展
　当館所蔵のスペイン版画を
多数展示。スペインの美術学
校の学生と教授が、因州和紙
を使用して制作した作品展。
と　き　2月17日（土）～ 3月25日（日）
観覧料　無料

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

2月の休館日：21（水）　※15日（木）は19:30まで開館
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

岡野貞一生誕140年記念
響け歌声！とっとり童謡フェスタ
　童謡・唱歌を歌い継ぐ合唱団 10 団体が一堂に会し
たコンサート。曲目：「故郷」「赤とんぼ」ほか
ゲスト　岡

お か ざ き ひ ろ  み  

崎裕美（うた）　　たいらいさお（うた）
　　　　田

 た なかしゅう じ 

中修二（ピアノ）
と　き　２月３日（土）13:30 ～ 16:15
ところ　鳥取市民会館大ホール
※専用チケット（全席自由）
　　大人500円（期間限定のわらべ館入館券つき）、
　　高校生以下無料（要整理券）

鉄道の世界へようこそ
　本物そっくりの鉄道模型（Ｎゲージ）のジオラマ展
示や車載カメラでの運転体験を楽しもう。
と　き　2月10日（土）～12日（月振）9:00～17:00
　　　　（最終日は 16:00 まで）　※要入館料

こどもミュージカル オズのまほうつかい
　鳥大生による親子で楽しめるミュージカル。
と　き　2 月 15 日（木）13:30 ～、18:30 ～
定　員　各回 120 人　※要入館料、要申込み

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

2月の休館日：20（火）

シルエット劇場
と　き　2月26・27日（月・火）10:00 ～、13:00 ～
入場料　一般500円（3歳以下無料）

青谷上寺地遺跡
展示館

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

2月の休館日：5（月）、13（火）〜 16（金）、19・26（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

【常設展示リニューアル】
　常設展示をリニューアルのため、臨時休館します。
臨時休館期間　2月14日（水）～ 16日（金）

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

2月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
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  ※入館は閉館時刻の30分前まで

大伴家持生誕1300年記念
「大伴家持と万葉集の時代」展
　家持が生きた時代と万葉集を紹介。
と　き　2月10日（土）～ 3月25日（日）
※2月10日（土）は、万葉べっぴん鍋を無料配布（数量限定）

大伴家持生誕1300年記念 万葉スタンプラリー
　当館で開催する展覧会・お茶会・イベントに参加し
てスタンプを3個集めると、その場で抽選できます。
と　き　3月25日（日）まで

第24回旧正月万葉茶会
　大伴家持が万葉集最後の歌を詠
んだ旧正月にひらくお茶会。鳥取
雅友会の雅楽の披露もあります。
と　き　2 月 18 日（日）13:00 ～ 15:00
参加料　300 円（抹茶代）　※予約不要

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

2月の休館日：5（月）、13（火）、19・26（月）
常設展入館料：一般300円、高校生以下・65歳以上無料

館蔵品展Ⅲ 先人の遺してくれたもの
　近年収集した資料を中
心に展示。初公開多数。
観覧料　無料
と　き　3 月 25 日（日）まで
館蔵品展Ⅲ講座
　担当した学芸員が連続で解説。
と　き　2 月 25 日（日）14:00 ～ 15:30
定　員　45 人　※予約不要・先着順
参加料　無料

山の手3館連携企画 スタンプラリーで城下町ぶらり
　仁風閣・やまびこ館・高砂屋
を回ってキーワードを集めると、
もれなく素敵なプレゼントが当
たります！詳しくは各施設まで。
と　き　3 月 25 日（日）まで

慶応3（1867）年12月24日付
西郷隆盛書状（当館蔵）

B賞  中井窯ぐい呑み

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

2月の休館日：5（月）、13・14（火・水）、19・20（月・火）、26（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜21:00

☆2月12日（月振）は17:00で閉館のため
　天体観察会はありません

第23回 雪まつり
　かまくら作りや雪像作りなど、雪を使ったメニュー
や、佐治町内外の団体による昼食コーナーなど。
と　き　2 月 12 日（月振）10:30 ～ 15:00
参加料　一般600円、中学生以下200円
　　　　（100円のお買い物券付き）

プラネタリウム番組
今夜の星空生解説・鳥取の星空
　さじアストロパーク初の試み。鳥取市民有志を中心
に協働制作。星取県となった鳥取の星空の魅力を紹介。
と　き　2月21日（水）～ 6月17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　

※入館料と観覧料

定　員　各回40人


