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

3月の休館日：5・12・19（月）、２２（木）、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

香道体験講座
　香道とは香りを楽しむことを基本とした、茶道や華
道と同じ日本の伝統的な芸道です。初心者でも気軽に
ご参加いただけます。
と　き　3月4日（日）10:00 〜、13:00 〜
　　　　（1時間30分程度）
講　師　小

こ い ず み さ ち  こ  

泉幸子さん（志野流香道鳥取教場）
定　員　各回15人　※要申込み
参加料　500円（お抹茶・菓子付）

草木染め講座
　古代から行われてきた植物をつかった草木染め。
と　き　3月18日（日）13:30 〜 15:00
定　員　10人　※要申込み　　参加料　800円

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 

3月は休館しません　開館時間　9:00 〜 18:00

啓発寄席
　鳥取大学落語研究会による、落語で学ぶ消費者講座。
と　き　3月11日（日）12:30 〜（開場12:00）
入場料　無料

Wonder Gate vol.27 ～卒業ver. ～
　今まで参加してきたバンドの卒業生による集大成ラ
イブ。
と　き　3月18日（日）14:00 〜（開場13:45）
入場料　一般1000円、学生500円

KAZUYA×KAMIYA 全国ツアー 2018 
in 鳥取
　カズヤチャンネルやCGSというインターネットチャ
ンネルを運営する二人が「日本の未来を一緒に考えよ
う」というメッセージを送る全国ツアー！
と　き　3月30日（金）19:00 〜（開場18:30）
入場料　一般2500円、学生1000円

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

3月の休館日：5・12・19・26（月）
常設展入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

和紙の花づくり
　因州和紙で、春らしいチューリップ（１輪）作り。
と　き　3 月 4 日（日）
　　　　10:00 〜、13:00 〜
定　員　各回15人　※要申込み
参加料　500円（材料代）

和紙風船ライトづくり（ガーランドタイプ）
　因州和紙とLED（電池式）を使ったライト作り。
と　き　3月10・11日（土・日）10:30 〜、13:30 〜
定　員　各回10人　※要申込み
参加料　1000円（材料代）

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

鳥取市こども科学館 「教室パネル展」
　陶芸・絵画など教室作品および教室写真パネル展示
と　き　3月1日（木）〜 11日（日）9:00 〜 17:00
ところ　鳥取市こども科学館3階 展示スペース

鳥取市こども科学館 「第36回マジック発表会」
　マジック教室受講生によるマジックの披露
と　き　3月4日（日）14:00 〜（開場13:30）
ところ　鳥取市文化ホール　　入場料　無料

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

3月の休館日：5・12・19（月）、20（水）、２２（木）、26（月）
入館料：一般300円、中学生以下無料　開館時間　9:00〜21:00

第24回星景写真コンテスト入賞作品展
　平成29年度に募集した、星と風景が一緒に写った
写真コンテストの入賞作品の展示。
と　き　3 月 21 日（水祝）〜 6 月 17 日（日）

京都産業大学連携事業
　本市教育委員会と連携協力協定を結んでいる京都産
業大学の学生による実習事業。プラネタリウムでは仙
台市天文台制作の番組「星空とともに」を上映します。
と　き　観 察 会　3月10日（土）19:00 〜 20:00

プラネタリウム　3月11日（日）10:30 〜 11:30
定　員　両日とも40人　※要申込み　  参加料　無料

青谷上寺地遺跡
展示館

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

3月の休館日：5・12・19（月）、２２（木）、26（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

ロビー展
2017青谷上寺地遺跡 発掘調査速報展
　平成29年度の発掘調査の成果を紹介。
※4月15日（日）までは出土した遺物も展示。
と　き　3月17日（土）〜 5月27日（日）
観覧料　無料

展示解説
　2月のリニューアルにともない、常設展示解説。
と　き　3月24日（土）13:30 〜
参加料　無料

くみひもストラップづくり
　好きな色の木綿糸を選んで、かん
たんなストラップを編んでみましょ
う。（所要時間：約10分）
と　き　3月3・10・17（土）、
　　　　21（水祝）、24（土）
　　　　9:30 〜 12:00、13:30 〜 16:00
参加料　無料　※予約不要・随時受付

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

3月の休館日：5・12・19（月）、22（木）、26（月）
入館料：一般150円、高校生以下・65歳以上無料

仁風閣サロンコンサート
カプリス弦楽四重奏団スプリングコンサート
と　き　3月25日（日）13:30 〜 14:30（開場13:00）
定　員　50人　※当日先着順
観覧料　無料　※要入館料

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

3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）

ガーデン健康相談会
あなたのこころとからだ、元気ですか？
　中央保健センター保健師・栄養士が講話、ストレス
チェック、血管年齢などの測定、個別相談を行います。
と　き　3 月 10 日（土）14:00 〜 15:30
参加料　無料

鳥取ウォッチング
　まちなかのギャラリーを徒歩で巡ります。
と　き　3 月 15 日（木）10:00 〜 13:30
案内人　井

 い  ざ わ だ い す け

澤大介さん
参加料　無料（食事代などの実費は各自負担）
定　員　10人　※要申込み・3月11日（日）まで

鳥取ふるさとUI（友愛）会
初めての楽しい手話（第2回）
と　き　3 月 25 日（日）13:00 〜 14:30
講　師　若

わかばやし

林さゆりさん　　参加料　無料　※要予約

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

3月の休館日：5・12・19（月）、２２（木）、26（月）
入館無料　　開館時間　9:00 〜 17:00

手形・足形アートで動物を描こう！
　スタンプインクでとった手形・足形
を、動物やおひな様、こいのぼりに見
立てて可愛くアレンジ。
と　き　3月10日〜 21日（水祝）
参加料　無料　※申込み不要

春うらら！青谷３館スタンプラリー
　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ます。
空くじなしのクジ引きに挑戦して賞品をゲット。
と　き　3月3日（土）〜 25日（日）
定　員　先着250人　　参加料　無料

お城山展望台
河原城

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

3月の休館日：5・12・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

ものづくり教室 戦国甲冑を作ろう !-（3回目)
　毎月開催。専門講師が指導する段ボール甲冑（全
12 回）。途中参加でも安心の補修講座有り。
と　き　3 月 18 日（日）14:00 〜 16:30
参加料　2500 円（材料費）　※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

3月の休館日：5・12・19・26（月）
入館料：無料　開館時間　9:00 〜 17:00

山の手3館連携企画 スタンプラリーで城下町ぶらり
と　き　3 月 25 日（日）まで

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

3月の休館日：5・12・19（月）、２２（木）、26（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・鳥取県史編さん室共同事業
第 9 回 占領期の鳥取を学ぶ会 報告会
と　き　3 月 3 日（土）14:00 〜 15:30
定　員　60 人　※予約不要・先着順　　参加料　無料

連携講座 史料が語る鳥取の歴史 近代編
と　き　3 月 10・17・24 日（土）14:00 〜 15:00
対　象　全 3 回すべて受講できる人
定　員　20 人　※要予約　　参加料　無料

お・も・て・な・し
　やまびこ館の今年度最後のおもてなしイベント！第
4弾！「梅」の咲く樗谿公園にお出かけしてみませんか？
と　き　3 月 24・25 日（土・日）10:00 〜 15:00
ところ　集合場所：正面入り口
参加料　無料　※予約不要

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

3月の休館日：22（木）
入館料：一般500円、高校生以下無料　開館時間　9:00 〜 17:00

うきうきタイム ～ mini音楽会～
　季節の童謡やパネルシアター、絵本などを楽しもう。
と　き　3月7日（水）15:00 〜 15:30
※要入館料

レイルステレオ アコースティックライブ2018
　モリカワヒロシのソロユニットが今年も開催。大人
もこどもも楽しめる音楽をぜひ。
と　き　3 月 10 日（土）14:00 〜
定　員　先着 180 人　※要入館料

めざせ！けん玉名人
　けん玉名人に、いろいろな技を教えてもらおう。級
位認定会もあります。
と　き　3月21日（水祝）10:30〜12:30、14:00〜16:00
定　員　各回先着 80 人　※要入館料


