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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 
鳥取県障がい者アート活動支援事業
夏のかがやき展

と　き　8月11日（土祝）～ 9月10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）

鳥取市移住・
交流情報ガーデン

永楽温泉町 109 番地
 0857-30-6631  0857-30-6662

8 月の休館日：6・13・20・27（月）
開館時間  10:00 〜 18:00（土・日・祝は 17:00 まで）

誰でもカンタン♪パステルアート
　夏ならではのイラストをパステルアートで楽しみま
しょう！お子さんも参加OK。
と　き　8月 18日（土）13:00 ～ 15:00
講　師　金

かねちく	み		な	

築美奈さん
参加料　1000 円（材料費込・作品は持ち帰りできます）
定　員　8人　※ 8月 16日（木）までに要予約

ガーデン移住者交流会
　楽しい鳥取暮らしのために情報交換しましょう。
と　き　8月 19日（日）13:00 ～ 15:00
参加料　無料、予約不要

住まいの相談会
　住まいを探している人、提供したい人もご参加ください。
と　き　8月 21日（火）13:00 ～ 15:00
※前日までに要予約

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

第 19 回ギャラリーコンサート
　東京や地元鳥取で活躍中のクラシックサクソフォン奏

者竹
たけ	だ	 	か	 	ほ	

田歌穂さんのコンサート。
と　き　8月 25日（土）11:00 ～ 11:30
観覧料　無料　※予約不要

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

8 月の休館日：21（火）

因幡和太鼓の祭典
と　き　8月 5日（日）13:30 開演
入場料　一般 1000 円、高校生以下無料
地元出演　県東部で活動中の和太鼓団体
ゲスト　若桜麒麟獅子保存会、三宅島芸能同志会

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

8 月の休館日：20・21（月・火）、27 〜 29（月〜水）
入館料  一般 300 円、中学生以下無料　開館時間  9:00 〜 22:00

第 25 回星まつりウィーク 火星大接近を見よう
　15 年ぶりの火星大接近に合わせて、火星の観察会、
屋台出店、工作教室など開催。
と　き　7月31日（火）～8月5日（日）19:00～22:00
　　　　※ 8月 4日（土）のみ 17:00 ～ 22:00
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

　　　　※ 8月 4日のみ	小人（小中学生）300円

ながれぼし 3Days ～美しい星空を守ろう～
　流れ星や夏の星空を観察。日替わりでライブやヨガ体
験、アストロカフェの出店もあります。
と　き　8月11日（土祝）～13日（月）17:00～23:00
　　　　※流れ星の観察は 21:30 ～
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

　　　　※コーナーによっては別途料金必要

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

8 月の休館日：6・20・27（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

第 21 回因幡の傘踊りの祭典
　県東部の傘踊りや手傘踊りの
団体が、「因幡の傘踊り」発祥の
地に一堂に集い、勇壮な傘踊り
を豪華競演します。演技終了後
に打上花火も行います。

と　き　8月 18日（土）17:00 ～ 20:00
※雨天の場合：国府町コミュニティセンター

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

8 月の休館日：6・20・27（月）
入館料  常設展入館無料　開館時間  9:00 〜 17:00

わくわく夏休み体験 折り染め和紙で
オリジナルうちわづくり
　自分ですいた和紙を折り染めにし
て、きれいな模様のうちわ作り。
と　き　8月 4・18・25日（土）13:00 ～
定　員　各回 5人　※要予約　　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 

8 月は休館しません　開館時間  9:00 〜 18:00

因州和紙で巨大おりがみ  恐竜に挑戦！
巨大おりがみ体験
　巨大な因州和紙を使って、みんなで
力を合わせて恐竜を折りましょう！
と　き　8月 5日（日）
　　　　14:00 ～ 16:00
対　象　小学生（保護者同伴）　　持ち物　くつした
定　員　15人　※要事前申込み・先着順
参加料　500 円 ( 持ち帰り用の恐竜折り紙キット含む )
おりがみ作品展
　みんなで折った恐竜と、貞

さだたにたか	こ	

谷隆子さん（和紙おりがみ
Sada 工房）の作品や折り紙愛好家の作品展示。恐竜お
りがみとの記念撮影ブースあります。
と　き　8月 6日（月）～ 12日（日）10:00 ～ 17:00
　　　　（最終日は 16:00 まで）
入場料　無料

お城山展望台
河原城

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

8 月の休館日：6・13・20・27（月）
入館料  一般 250 円　開館時間  9:30〜18:00（土曜日は19:00）

かわはら・ホラーナイト
　一夜限りで河原城がお化け屋敷に大変身。肝試しで暑
さを吹き飛ばそう！ !ミッションクリアで記念品。
と　き　8月 12日（日）17:00 ～ 20:00
参加料　一般 500円、小学生以下300円
　　　　※要予約（小学生以下保護者同伴）

あおや郷土館 青谷町青谷 2990-4
・  0857-85-2351

8 月の休館日：6・20・27（月）
入館料  無料　開館時間  9:00 〜 17:00

ジェルキャンドルで青谷の海を作ろう!
　オーブン粘土で小物を作り、その小物やガラス小物、
ビー玉や貝殻、青谷海岸の砂を入れて、オリジナルの海
のジェルキャンドルを作ろう！
と　き　8月 3日（金）・5日（日）9:30 ～、14:00 ～
参加料　1000 円（材料費）
定　員　各回 5人（小学生低学年以下は保護者同伴）
　　　　※電話にて要申込み

青谷上寺地遺跡
展示館

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

8 月の休館日：6・20・27（月）
入館料  無料　開館時間  9:00 〜 17:00　※最終入館 16:30

海のめぐみでジェルキャンドルづくり
　青谷上寺地遺跡出土のガラス製品
や貝塚にちなんで、貝がらやガラス
を入れたジェルキャンドル作り。
と　き　8月 11日（土祝）
　　　　9:30 ～、13:30 ～
参加料　一般 600円、高校生以下無料
定　員　各回 20人　※要予約

古代の宝石 琥
 こ  は く

珀勾
ま が た ま

玉づくり
と　き　8月 4・25日（土）
　　　　9:30 ～、13:30 ～
参加料　一般 900円、高校生以下無料
定　員　各回 20人　※要予約

鹿の角で魚つり（あおいち関連イベント）
　鹿角の釣り針で青谷上寺地遺跡で見つかった海の生き
物たちを釣り上げて、缶バッジをゲットしよう。
と　き　9月 2日（日）10:00 ～ 12:00
参加料　無料　※予約不要

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目 121
・  0857-26-3595

8 月の休館日：6・20・27（月）
入館料  一般 150 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

仁風閣発 鳥取城講座 2018（第 2 回）
　鳥取城跡の最新調査結果について
と　き　8月 25日（土）14:00 ～ 15:00
講　師　坂

さか	た	くにひこ

田邦彦（鳥取市教育委員会文化財専門員）
定　員　40人　※予約不要・当日先着順・要入館料
対　象　鳥取城に興味がある人

人力車運行予定日
と　き　8月 19日（日）9:30 ～ 15:30
※気候、道路状況により休業もしくは、時間短縮する場
合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
 0857-23-2140  0857-23-2149

8 月の休館日：6・20・27（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
山の日記念バスツアー
パワースポット？をめぐるバスツアー
　国府町内の遺跡をバスに乗ってたどります。
と　き　8月 11日（土祝）13:30 ～ 16:30　※少雨決行
対　象　小学生～一般　　参加料　500円
定　員　20人　※要予約

岩
い わ ご う み つ あ き

合光昭写真展「ねこ」
　岩合光昭が 40年以上に及ぶ写真家人生
の中で、撮り続けてきたネコたちを一堂に
集めた展覧会。
と　き　8月11日（土祝）～9月17日（月祝）
観覧料　一般・大学生1000円、小・中・高校生400円

©Mitsuaki	Iwago

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

8月は休館しません　※11日（土祝）〜15日（水）は8:00開館
入館料  一般 500 円、高校生以下無料　開館時間  9:00 〜 17:00

おもちゃワールド（夏編）
　鉄道おもちゃ・人形あそび・ファミリーゲームなど、
100種類以上のおもちゃが大集合！
と　き　8月 1日（水）～ 9月 2日（日）　※要入館料

夏の学芸講座 郷土玩具の楽しみかた①～③
　懐かしくて新しい！郷土玩具の楽しみかたについて、
座学を通して学んでみましょう。※ 3回連続講座
と　き　8月 4・25日（土）、9月 1日（土）
　　　　13:30 ～ 14:50
対　象　高校生以上
参加料　無料　　定　員　10人


