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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

10月の休館日：1・8・15・22・29（月）
開館時間		10:00 〜 18:00（土・日・祝は 17:00 まで）

仕事の相談会
　専門スタッフによる仕事の相談会。
と　き　10 月 11 日（木）13:00 〜 15:00
※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応じま
す。提供したい人もご参加ください。
と　き　10 月 16 日（火）13:00 〜 15:00
※前日までに要予約

鳥取ふるさと UI（友愛）会
初めての楽しい手話（第５回）
と　き　10 月 21 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

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

10月の休館日：1（月）、9・10（火・水）、15・16（月・火）、22・29（月）
入館料		一般 300円、中学生以下無料　開館時間		9:00〜 21:00

巡回展示 はやぶさくんの冒険日誌
　初代はやぶさの活躍を振り返る、全国科学館連携協議
会の巡回展示。
と　き　11 月 18 日（日）まで
観覧料　入館料のみ

天体観察会
　103㌢大型望遠鏡で見る、満天の星空めぐり。
と　き　10月２日（火）〜８日（月祝）、11日（木）〜14日（日）
　　　　19:00 〜、20:00 〜（土曜と連休中日のみ）
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

定　員　各回 40 人

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

10月の休館日：1（月）、9（火）、15・22・29（月）
入館料		常設展入館無料　開館時間		9:00〜 17:00

Beyond the paper 和紙 | 齋
さいとういちろう

藤一郎  峰からの光 
ワークショップ
　野の花から見つけた色を、染料や胡

 ご ふん

粉を使って和紙に
画を描くワークショップ。
と　き　10 月 28 日（日）10:00 〜 12:00
講　師　齋藤一郎さん（和紙造形作家）
参加料　500 円　　対　象　小学生以上
定　員　15 人　※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

10月の休館日：1（月）、9（火）、15・22・29（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
郷土作家現代美術作品展
因州・中井窯〜坂

さ か も と

本 章
あきら

 陶展
　新作民藝の窯元として伝統を重んじながらも次々と新
しい試みに挑戦する三代目・坂本章さんの作品展。
と　き　10 月 28 日（日）まで

天体観測会 〜月のクレーターと土星のリング
　きれいな星空ポイントマップに掲載されている河原城
で、3 回目の天体観測会。
と　き　10 月 20 日（土）18:30 〜 20:00
参加料　無料　　定　員　20 人　※要申込み
持ち物　筆記用具など

仁風閣・宝扇庵 東町二丁目121
・ 	0857-26-3595

10月の休館日：1（月）、9（火）、15・22・29（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

仁風閣お茶席
と　き　10月21日（日）11:00〜16:00　 体験料　500円

秋の仁風閣フェア 谷口ジローまんがの部屋
と　き　10 月 18 日（木）〜 11 月 11 日（日）
観覧料　無料　※別途入館料が必要

秋の仁風閣フェア
サロンコンサート 菊池ひみこトーク＆ライブ
と　き　10月21日（日）13:00〜13:45、14:30〜15:15
定　員　40 人　※当日先着順

鳥取市歴史博物館
やまびこ館

上町 88
	0857-23-2140	 	0857-23-2149

10月の休館日：1（月）、9（火）、15・22・29（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

10月7・14・21日（日）全館入館無料
（10月7日 楽座楽市、10月14日 権現祭）

明治維新 150 年 鳥取の明治維新
　幕末の動乱から戊辰戦争まで、鳥取藩の動きを紹介。
と　き　11 月 11 日（日）まで　  観覧料　一般 500 円

講演会 将軍を護れ! - 幕末鳥取藩の江戸湾防備 -
と　き　10 月 20 日（土）14:00 〜 15:30

講　師　冨
とみかわたけ し 

川武史さん（品川区立品川歴史館学芸員）
定　員　50 人　※予約不要・先着順　　参加料　無料

ミニ展示 ザ・祭礼絵巻の世界 - 鳥取東照宮祭礼行列絵巻 -
と　き　10 月 13 日（土）〜 21 日（日）
観覧料　無料

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

10月の休館日：1（月）、9（火）、15・22・29（月）
常設展入館料		一般 500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

草木染め講座
　身近な植物を染料に、万葉集の時代から行われてきた
草木染めを体験。
と　き　10 月 14 日（日）13:30 〜 15:00
定　員　20 人　※要申込み　　参加料　800 円

山陰海岸ジオパーク・史跡探索バスツアー
　一般公開日に合わせて、国府町内の史跡をバスで巡り、
地域の歴史を学びます。学芸員・因幡国府ガイドクラブ
による解説があります。
と　き　10月6・27日（土）9:00〜12:10　※小雨決行
ところ　  6 日　史跡梶山古墳ほか
　　　　27 日　重要文化財旧美歎水源地水道施設ほか
定　員　各 25 人　※要申込み
参加料　無料　※昼食なし・別途拝観料などかかります
持ち物　歩きやすい服装、帽子、水筒など
※キャンセルの場合は 2 日前までにご連絡ください。

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

10月の休館日：17（水）
入館料		一般 500円、高校生以下無料　開館時間		9:00〜 17:00

ともしび歌声コンサート
　新宿の「ともしび」のメンバーと歌い交わしましょう。
と　き　10 月 20 日（土）14:00 〜 16:00

出　演　歌声喫茶ともしび（寺
てらたに

谷 宏
ひろし

、田
 た ぐちじゅんこ

口順子）
定　員　180 人　※要申込み、要入館料

人形劇団京芸おもしろげきじょう
　子どもたちの心に寄り添うやさしくて楽しい人形劇。

『ひとがたくん』『いぬうえくんとくまざわくん』
と　き　10 月 8 日（月祝）11:00 〜 11:50
出　演　人形劇団京芸
定　員　150 人　※申込不要、要入館料

あおや郷土館 青谷町青谷2990-4
・ 	0857-85-2351

10月の休館日：1（月）、9（火）、15・22・29（月）
入館料		無料　開館時間		9:00〜 17:00

戌年 川六の狛犬めぐりバスツアー
　青谷・気高・鹿野 3 町と東伯郡湯梨浜町にある石工・
川六（青谷町出身）制作の狛犬巡り。
と　き　10 月 20 日（土）9:30 〜 15:30

講　師　石
いし だ としのり

田敏紀さん（県立倉吉西高等学校教諭）
参加料　500 円　　定　員　20 人　※電話にて要予約
※別途、かちべ伝承館の弁当（1000 円）を斡旋します。

弁当を注文される人は、その旨をお伝えください。

「郷土のカメラマンによる写真展2018」
作品募集
テーマ　「思い出」
対　象　気高町・鹿野町・青谷町在住・在勤および同地

域を愛する人
申込み　10 月 31 日（水）まで
会　期　12 月 8 日（土）〜平成 31 年 1 月 6 日（日）
※まずは出品する旨をご連絡ください。
※詳しくはホームページ（ http://www.tbz.or.jp/

kyoudokan/）をご覧ください。

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	

10 月は休館しません　開館時間		9:00〜 18:00

とっとり燗酒楽園
　日本全国日本酒の日に、純米燗酒の聖地としての鳥取
を蔵と料飲店とのコラボで盛り上げます。
と　き　10 月 1 日（月）18:30 〜
入場料　前売り 2500 円（当日 3000 円）おちょこ付き

マチナカ学園祭 in PALETTE 2018
　“マチナカで高校ライフを感じよう！”東部地区高校
生の選りすぐりの作品展示や実演など。
と　き　10 月 13・14 日（土・日）10:00 〜 17:00
入場料　無料

秋の山野草パレット展 2018
　まちなかで秋の風情を感じてください。種苗チャリ
ティー販売もあります。
と　き　10 月 20 日（土）10:00 〜 17:00
　　　　　　  21 日（日）10:00 〜 16:00
入場料　無料

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 21 回ギャラリーコンサート
　鳥取ウインドシンフォニカに所属するトロンボーンセ
クションのメンバーによる美しいハーモニー演奏。
と　き　10 月 20 日（土）11:00 〜 11:30
観覧料　無料　※予約不要

青谷上寺地遺跡
展示館

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

10月の休館日：1（月）、9（火）、15・22・29（月）
入館料		無料　開館時間		9:00〜 17:00　※最終入館16:30

プラバンアクセサリーづくり
（あおいち協賛事業）
と　き　10 月 7 日（日）
　　　　10:00 〜 12:00
参加料　無料　※予約不要

パステルアートで上寺地をかこう！
　粉にしたパステルを指につけて、青谷上寺地遺跡から
出土した絵画・文様・動物を描こう！
と　き　10 月 27 日（土）10:00 〜、13:30 〜
対　象　3 歳以上（小学 3 年以下は保護者同伴）
参加料　一般 300 円、高校生以下無料
定　員　各回 20 人　※要申込み：10 月 2 日（火）〜

ガラスの宝石 トンボ玉づくり
　青谷上寺地遺跡出土のガラス玉にちなんだブルー玉
と、マーブル玉をつくりましょう !
と　き　11 月 10 日（土）9:30 〜、13:30 〜
対　象　大人　　参加料　1000 円
定　員　各回 5 人　※要申込み：10 月 12 日（金）〜


