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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 

6 月は休館しません　開館時間  9:00 〜 18:00

絵てがってん ～ 6 地区公民館「絵てがみ教室」合展～
　美保南、醇風、岩倉、若葉台、東郷、湖山の教室合同展。
と　き　6月 14日（木）～ 17日（日）
　　　　10:00 ～ 17:00（最終日は 16:00 まで）
入場料　無料

ハッピーウクレレ倶楽部 ウクレレ発表会
　初心者から中級・上級者が、各自練習の成果を発表。
と　き　6月 24日（日）13:00 ～
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

6 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）

鳥取ふるさと UI（友愛）会 初めての楽しい手話
　移住者の会が主催する手話の勉強会。
と　き　6月 10日（日）13:00 ～ 14:30
講　師　若林さゆりさん
参加料　無料　※申込締切：6月 9日（土）

フランス語に触れてみよう
　映像とお茶を楽しみながら。
と　き　6月 17日（日）14:00 ～ 16:30
参加料　500円（お茶・お菓子付き）
※申込締切：6月 16日（土）

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 
明治維新 150 年 〜書と浮世絵でたどる維新〜
と　き　6月2日（土）～ 7月2日（月）
休館日：毎週火曜日（祝日の場合開館翌日休館）
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

6 月の休館日：4・11・18（月）、25 〜 27（月〜水）
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

ハッピーバースデーやまびこ館18th.
6月30日（土）・7月1日（日）は入館無料

鳥取のスポーツ
　鳥取のスポーツを回顧する展覧会。鳥取県内の体育教
育とスポーツの歴史を紹介。
と　き　6月2日（土）～17日（日）　　観覧料　無料

おうちだにアカデミー
近世因幡地域の神社と神職について
　鳥取の歴史について最新の調査・研究成果をお話しし
ます。
と　き　6月23日（土）14:00 ～ 15:00
講　師　八

や わ た

幡一
かずひろ

寛（鳥取県公文書館	県史編さん室）
参加料　無料　　定　員　40人　※予約不要

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 17 回ギャラリーコンサート
　クラシックギターの『ギターアンサンブル・アミーゴ』
のコンサート。
と　き　6月 16日（土）11:00 ～ 11:30
観覧料　無料　※予約不要

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

6 月の休館日：4・11・18（月）、19（火）、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
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

持ち物　コンパクトデジカメまたはスマホ
①月と金星の接近を見よう・撮ろう
　夕方西空に、月と金星がならんで輝く様子を観察。
と　き　6月 16日（土）19:30 ～ 20:50
定　員　40人
②見ごろの木星と月を見よう
　見ごろとなる「木星」と月を 103㌢望遠鏡で観察。
と　き　6月 22日（金）～24日（日）20:00 ～ 20:50
定　員　各日 40人

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

6 月の休館日：4・11・18・25（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

展覧会「赤とんぼの母  碧
みどりかわ

川かたの生涯」
手づくり資料展
　自立のために看護婦になり、さらに禁
酒運動、婦人参政権運動などに尽力した
生涯をたどります。

と　き　6月 30日（土）～ 7月 22日（日）
観覧料　無料

庭木の手入れボランティアスタッフ募集
　初めての人も丁寧に指導しますので、無理なく剪定技
術を習得することができます。
と　き　7月～平成 31年 3月の期間中　※ 8回予定
　　　　（すべて木曜日に実施予定）9:00 ～ 11:00
定　員　15人程度

（鳥取県立博物館所蔵）

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

6 月の休館日：4・11・18・25（月）
入館料  常設展入館無料　開館時間  9:00 〜 17:00

小箱づくり
　因州和紙を使って小箱作り。
と　き　6月 10・17日（日）
　　　　10:30 ～、13:30 ～
定　員　各回 5人　※要予約　　参加料　500 円

あかり展出前講座「出張ワークショップ」
（一般部門・ジュニア部門）
　第 15 回因州和紙あかり展への出品に向けて、学校・
地区公民館などで、ランプシェードの出張制作指導。
と　き　6月～ 10月（随時）
参加料　一般 2000 円、ジュニア無料　※要申込み　

　市 民 文 化 祭  6 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ギャラリー・展示ホール ほか

　▷市民文化祭オープニング・第39回文団協作品展
6 月	9 日	（土）15:00 ～ 16:30（ライブ）
	 10日	（日）13:30 ～ 14:30（ライブ）
	 9日	（土）～14日（木）10:00～18:00（作品展）

鳥取市文化団体協議会（本城）	 	0857-20-0515
■鳥取市文化センター会議室

　▷「家持幻想」フォーラムと展示
6 月	 9日	（土）～14日（木）9:00～17:00（展示）
	 10日	（日）13:00 ～15:00（フォーラム）

鳥取文芸協会（山本）	 	0857-23-2226
■鳥取市文化ホール

　▷第43回吟と舞発表大会
6月17日（日）13:00 ～ 16:00

神心流尚道館鳥取地区鳥取吟詠会（米井）
	0857-23-6174

　▷民謡松弘美会第30周年特別記念発表会
　　民謡ふるさとめぐり
6月24日（日）13:00 ～ 16:00

民謡松弘美会（佐藤） 	0857-22-1516
■さざんか会館

　▷初代宗家17回忌 二代目宗家襲名15周年記念
　　支部周年記念吟詠発表大会
　　-安部支部・寿教室支部・米里支部・雲山支部-
7月1日（日）10:00 ～ 16:30

吟道翔風流日本吟翔会（奥田） 	0857-24-7660
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）

お城山展望台
河原城

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

6 月の休館日：4・11・18・25（月）
入館料  一般 250 円　開館時間  9:30〜18:00（土曜日は19:00）
郷土作家現代美術作品展
水墨画・小鳥たちの歌 ～影井彩光と仲間たち展
　鳥取県内で活躍するみなさんの作品展。四季の草花と
愛らしい小鳥たちを描いた水墨画で心豊かなひとときを。
と　き　7月 1日（日）まで

青谷上寺地遺跡
展示館

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

6 月の休館日：4・11・18・25（月）
入館料  無料　開館時間  9:00 〜 17:00

ロビー展 古代へのプロムナード 青谷横木遺跡
　日本で初めての街路樹の発見や、「女子群像」板絵な
どで注目される青谷横木遺跡についてパネルで紹介。
と　き　6月 16日（土）～平成 31年 3月 10日（日）
観覧料　無料

「あおいち」協賛事業 AKJ をさがせ！
　青谷上寺地遺跡のキャラクター「AKJ」
たちを探して、記念品をゲットしよう！
と　き　6月 3日（日）10:00 ～ 12:00
参加料　無料　※予約不要
※先着 100人に記念品プレゼント AKJ「土器戦士ヤンキー」

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

6 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

パネルシアター創案者 古
こ う だ

宇田亮
りょうじゅん

順さんの
たのしいパネルシアター
と　き　6月22日（金）15:30～、23日（土）10:30～
定　員　各回 150人　※要申込み・入館料

童謡誕生 100 年コンサート
～こころの風景・きらめきのうた～

出演：小
	お	ばら

原	孝
たかし

（ピアノ）

　　　岡
おかもとともたか

本知高（ソプラニスタ）
　　　鳥取市少年少女合唱団
と　き　7月1日（日）14:30 ～
ところ　鳥取市民会館大ホール
※専用チケット（全席指定・一般販売：6月 2日（土）～）
　　大人	1000円、友の会会員・障がい者	500円、
　　3歳以上高校生以下	200円

小原	孝 岡本知高

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

6 月の休館日：4・11・18・25（月）
入館料  無料　開館時間  9:00 〜 17:00

鳥取市歴史博物館所蔵 錦絵展
　蛍を題材とした錦絵を中心に、鳥
取市歴史博物館が収蔵する錦絵を展
示。
と　き　6月 16日（土）～ 7月 8日（日）
観覧料　無料

歌川国芳「文月」
（鳥取市歴史博物館所蔵）


