
３　イベントの実施状況

市町村名 実施場所等 実施期間 ゴールデンウィーク期間中のイベント等 問い合せ先 イベント情報掲載先

鳥取市歴史博物館　やまびこ館

4/29、5/5
4/29

4/30、5/3、5/14
5/5

5/7

【展覧会関連イベント】鳥取県教育委員会文化財課によるギャラリートーク
【展覧会関連イベント】講演会（１）「古代因幡と朝鮮～福本７０号墳出土遺物を中
心に～」
【展覧会関連イベント】保持者によるギャラリートーク（全３回）
【展覧会関連イベント】講演会（２）「中世山林寺院を考える～銅鰐口　伯州瀧山
寺銘を中心に～」
歴史ツアー「おうちだに建物探検」

℡ 0857-23-2140
鳥取市歴史博物館　やまびこ
館

http://www.tbz.or.jp/ya
mabikokan/

因幡万葉歴史館

4/29～5/7 まんれき！クイズラリー
まが玉づくり＆万葉衣装試着体験

℡ 0857-26-1780
鳥取市因幡万葉歴史館

http://www.tbz.or.jp/inaba-
manyou/

さじアストロパーク

4/29,30　5/2,3
5/3～5/6
5/6
4/29、5/3～5/6
5/6,7
5/4
5/5
GW期間中（5/1除く）

5/4
5/5

ＧＷ期間特別メニューあり（昼食コーナー）
宇宙ふしぎ探検19：50～、20：00～、21：00～（有料）
みずがめ座流星群観察午前2：00～3：30
天体観察会20：00、21：00
みどりの日特別メニュー（昼食コーナー）
子どもの日特別メニュー（昼食コーナー）
工作体験「流星群観察用星座早見盤を作ろう」
アストロ探検クイズラリー
みどりの日企画
こどもの日企画　誕生星座でオリジナル下敷きを作ろう

℡ 0858-89-1011
鳥取市さじアストロパーク

http://www.city.tottori.lg
.jp/www/contents/1425
466200201

あおや和紙工房

4/1～5/7 ロビー展「因幡の源左さんと　とっとりのむかしばなし」 ℡ 0857-86-6060
鳥取市あおや和紙工房

仁風閣

4/23～5/10 仁風閣誕生フェア ℡ 0857-26-3595
国宝指定重要文化財　仁風
閣・宝

http://www.tbz.or.jp/jinpuukaku/

河原城

4/9～5/14
5/3～5/4

「戦国甲冑展～井伊の赤備と徳川四天王～」
日本赤十字社チャリティーイベント「河原城　春の大茶会」

℡ 0858-85-0046
河原城風土資産研究会

http://www.kawahara-
shiro.com/

青谷上寺地遺跡

5/6 樹脂粘土でつくろう！アートなアクセサリー ℡ 0857-85-0841 http://www.tbz.or.jp/kamijichi/

わらべ館

4/29～5/7
4/29
4/29、5/6
4/30
5/3、5/4、5/5、5/7
5/3
5/4
5/5
5/5
5/6
5/7

○おもちゃづくり体験（ＧＷ編）
○シルエットクイズ・これなんだ？
〇唱歌教室（15：00～15：30）
○ものづくりひろばvol．４（10：00～15：00）/わらべ夢ひろば（荒天時いべんと
ほーる）
〇紙芝居劇場①10：30～　②13：30～　③15：00～
〇ｋａｊｉｉの日用品楽器コンサート①11：00～11：30　②14：00～14：30
〇フィッシュ＆クラップス①11：30～12：00　②14：00～14：30
〇さぁさぁ祭のはじまりだ！！①11：00～11：20　②14：00～14：20
〇成長の記録をのこそう　13：00～13：30/滝の広場（荒天中止）
〇クッキー＆キャンディーのバルーンショー①11：00～11：30　②14：00～14：30
〇おもちゃと遊びの企画展関連イベント「ミニミニモーターショー」14：00～14：45

℡ 0857-22-7070
わらべ館

http://www.warabe.or.jp

鳥取砂丘こどもの国

4／29～５／７ ○キッズウィークわいわいカーニバル
（ジャグリングや大人気のキャラクターショー、コンサートや工作体験など親子で
楽しめるイベントをたくさん開催します）

TEL　0857-24-2811
鳥取砂丘こどもの国

http://kodomonokuni.totto
ri.jp/

鳥取県立博物館

4月29日
14:00～15:00
5月6日
11:00～11:40
14:00～14:40
15:00～15:40

【ギャラリートーク】
「日本民藝館所蔵　生誕１３０年　バーナード・リーチ展」
バーナード・リーチ展関連事業【アートシアター】
貴重なSPレコード音源と映像で楽しむ
「Leach、河井寛次郎、濱田庄司、柳宗悦司会・座談会」

鳥取県立博物館美術振興課
（ 0857-26-8045）

http://www.pref.tottori.jp/museu
m/

鳥取県立博物館 4月22日～5月28日
アートたけし展
（主催：株式会社　新日本海新聞社）

日本海新聞事業課
  （0857-21-2885）

http://www.nnn.co.jp/ev
ent/arttakeshi

鳥取県立博物館（集合：岩美町役場）
5月7日
10:00～15:00

【歴史講座】
古戦場・山城・荘園を歩く　－岩井庄と道竹城－

【要申し込み】
鳥取県立博物館学芸課
（ 0857-26-8044）

http://www.pref.tottori.jp/museu
m/

賀露かにっこ館

4/29～5/1
4/29～5/8
5/3～5/5
5/6～5/7

カニの似顔絵コンクール（13：00～14：00）
こいのぼりを探せ！
サメ肌タッチ（午前の部、午後の部）
甲羅釣りゲーム（午前11：00～、午後13：00～）

賀露かにっこ館
（0857-38-9669）

http://www.pref.tottori.l
g.jp/kanikkokan/

鳥取市



３　イベントの実施状況

市町村名 実施場所等 実施期間 ゴールデンウィーク期間中のイベント等 問い合せ先 イベント情報掲載先

米子水鳥公園

4/27～5/31
4/29
4/29～5/7
4/30
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

○第７回園児が描いた鳥の絵展
○GW自然観察会「クズの蔓の輪投げ大会」
○GW手作り自然教室「オリジナルバードコールを作ろう！」
○GW自然観察会「水鳥公園一周ネイチャーウォーク」
○GW自然観察会「昔の中海の貝殻を掘ろう！」
○GW自然観察会「ミクロ生け花を作ろう！」
○GW自然観察会「春の昆虫ウォッチング！」
○GW自然観察会「夜のコウモリウォッチング！」
○GW自然観察会「水鳥公園バックヤードツアー」

℡ 0859-24-6139
米子水鳥公園

http://www.yonago-
mizutori.com

米子市美術館

4/29～6/4
4/29
4/29

特別共催展「放浪の天才画家　山下清展」
オープニングギャラリートーク
記念講演会 「家族が語る山下清」

℡0859-34-2424
米子市美術館

http://www.yonagobunk
a.net/y-moa/

湧くわく天然温泉　ラピスパ

5/3～5 ○女性限定バラ風呂 ℡ 0859-56-1111
湧わく天然温泉ラピスパ

上淀白鳳の丘展示館

4/29～5/7 ○上淀廃寺復元壁画の原画展 ℡ 0859-56-2271
上淀白鳳の丘展示館

白鳳の里（どんぐり館）

5/7
10：00～13：00

○2017コロコロフリーマーケット ℡ 0859-56-6798
白鳳の里

お菓子の壽城

4/29～30
5/3～5

○風船パフォーマンス
○餅つき大会、ご当地キャラじゃんけん大会、大抽選会など

℡ 0859-39-4111
お菓子の壽城

米子ゴルフ場

4/29～5/5
4/29、30、5/3、4、5

○ミニロングランコンペ（参加料３００円にて7日間集計で順位決定）
○GW感謝デー

℡ 0859-29-4444
米子ゴルフ場

倉吉白壁土蔵群観光案内所 4/29-5/7 くらすけくん缶バッジをお子様にプレゼント
（対象：小学生以下）

電話0858-22-1200 http://www.apionet.or.jp
/kankou/

スウィートランドＴＡＫＡＲＡ

5/4～5/6

5/5
5/6

○各日、先着100名様「ドーナツ」プレゼント
○鉄道模型店、智頭急行グッズ販売
○ちびっ子輪投げゲーム大会
○お菓子、つめ放題大会

℡ 0858-48-7070
スウィートランドＴＡＫＡＲＡ

http://www.sweet-takara.com/

鳥取二十世紀梨記念館

4/29～5/7
5/3～7
5/3～5
5/6、7

○スタンプラリー
○ナッシー登場！
○簡単鯉のぼり作り
○梨つくり体験「摘果・小袋かけ」

℡ 0858-23-1174
鳥取二十世紀梨記念館

http://www.encho-en.com

境港市 夢みなとタワー

開催中～5/7(日) 〇ダンボール遊園地2017～海底探検～
〇夢みなと工房～春～：5/7までの土日祝のみ開催
〇夢みなと公園「クイズ&スタンプラリー」

℡0859-47-3800
夢みなとタワー

http://www.yumeminatoto
wer.gr.jp/

岩美町
鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自
然館

5/2～6
18:30～20:30

○春の浦富　ハルゼミの羽化を観察しよう 0857-73-1445
鳥取県立山陰海岸ジオパーク
海と大地の自然館

http://www.pref.tottori.l
g.jp/264688.htm

氷ノ山自然ふれあい館　響の森

4/29(祝)～5/7(日)
4/29(祝)
4/30(日)
5/3(水)
5/4(木)
5/5(金)
5/6(土)

○木育広場（9：00～16：30）　　お楽しみ縁日（10：00～15：00）期間中土日祝
○ジグソーパズルをつくろう（10：00～15：00）
○ヘンテコ森の生き物をつくろう（10：00～15：00）
○くるくるスネークパンを焼こう！（①10：00～②10：30～③11：00～④11：30～）
○若桜名物ヨモギ入りおやきづくり（①10：00～12：00②13：00～15：00）
○こどもの日スペシャル　カプラで遊ぼう（①10：00～12：00②13：00～15：00）
○ポニーの乗馬体験（①10：00～12：00②13：00～15：00）

TEL　0858-82-1620
氷ノ山自然ふれあい館　響の
森

道の駅若桜「桜ん坊」

4/29(土)～5/7（日） ○ゴールデンウィーク山菜祭り
若桜に群生する旬で豊富な山菜を、盛り沢山に集合させました。どうぞご賞味下
さい。

TEL　0858-76-5760
道の駅若桜「桜ん坊」

智頭町
石谷家住宅（5/3イベント）、消防屯所（5/5イ
ベント）

2017/5/3　、5/5 5月3日　バイオリンコンサート（11：30～、14：00～）　　5月5日かんなくず体験11：
00～15：00

0858-75-3500　石谷家住宅

八頭町
ふなおか竹林公園
安徳の里・姫路公園

4/29
5/3

〇第２２回ふなおか竹林まつり
〇平成２９年度安徳の里・姫路公園まつり

〇八頭町産業観光課
　☎0858-76-0208
（両イベントとも）

湯梨浜町 中国庭園燕趙園

4/29～5/7 【黄金節】
○中国雑技ショー「四川美女雑技団」特別来日公演(9:30～,13:30～,15:00～)
○胡弓・琵琶コンサート　～中国悠久の調べ～(5/3~5/6　11:00～,14:15～)
○中国獅子舞公演(5/7　11:00～,14:00～)

℡ 0858-32-2180
中国庭園燕趙園

http://www.encho-en.com

塩谷定好写真記念館

4/5～9/25 ○写真展「自然のこころ 私のこころ」

船上山少年自然の家

5/6～5/7 ○主催事業「スキルアップセミナー①」（学生ボランティア育成事業） Tel　0858-55-7111
船上山少年自然の家

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.as
px?menuid=37749

北栄町 青山剛昌ふるさと館・コナン探偵社

4/29～5/7
4/29～5/1
4/29
4/29
4/30
4/30
5/3～7
5/3
5/4
5/4
5/5
5/6

○フリーマーケット
○ぐりぷら軽バンでんしゃ王国
○ステージショー
○JAF子ども安全免許証作成
○鉄道模型あみだ　鉄道おもちゃ遊びスペース設置
○白兎跳神イナバスター☆ショー
○似顔絵コーナー
○ダンスショー
○コナンバースデー限定チケットプレゼント！
○コナン君とじゃんけん大会＆記念撮影会
○スポーツチャンバラ
○マジック＆ジャグリング＆バルーンパフォーマンスショー

℡ 0858-37-5389
青山剛昌ふるさと館

http://www.gamf.jp/

琴浦町

米子市

倉吉市

若桜町
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市町村名 実施場所等 実施期間 ゴールデンウィーク期間中のイベント等 問い合せ先 イベント情報掲載先

鳥取県立大山自然歴史館

4/22～5/16
5/7

○愛鳥週間写真展「大山の仲間たち」
春の大山自然観察会

0859-52-2327
鳥取県立大山自然歴史館

http://www.daisen.gr.jp/
rekishikan/

鳥取県立むきばんだ史跡公園

5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

○弥生体験（狩猟体験、火おこし体験、勾玉づくり）　期間中毎日実施
○琥珀勾玉づくり　5/3
○でこぼこによるコンサート　5/3
○鹿角アクセサリーづくり   5/4
○草木染め　5/4
○弥生のお菓子づくり　5/5
○編布コースターづくり 5/5
○土器づくりハニワづくり　5/6
○コースターづくり　5/7
そのほか期間中は日替わり体験メニューやクイズラリーなど各種イベントを実施

℡0859-37-4000
鳥取県立むきばんだ史跡公園

http://www.pref.tottori.lg.jp/muki
banda/

（史跡公園ＨＰにて順次掲載予
定）

大山青年の家

4月30日 春の親子フェスティバル（9：00受付開始） ℡0859-53-8030
大山青年の家

南部町 とっとり花回廊

4/8～5/7
4/29～5/7(1.2除く)
4/29～5/7(1.2除く)
4/29～5/7
4/29.30  5/3～5
4/29
4/30
4/30
4/30
5/1.2
5/3.4
5/3～5
5/3～7
5/3～7
5/5
5/5.6
5/6

○スプリングフェスティバル
○オランダ文化体験
○大道芸ステージ＆回遊ショー
○大根島ぼたん展
○お手軽寄せ植え体験
○ボタンを使ったフラワーアレンジメントショー
○よしとのパフォーマンスtukuru
○『青已はなねボールペン画展』ギャラリートーク
○レジンアクセサリー
○ストリートオルガンコンサート
○ステンドグラス風小物作り
○ソフト粘土でお花の小物作り
○森の手作り体験コーナー
○お花のカラフル綿菓子♪
○お花のハンドクリーム
○ジェルフラワー
○松中啓憲ピアノ弾き語りコンサート

℡ 0859-48-3030
とっとり花回廊

http://www.tottorihanakair
ou.or.jp/

伯耆町 植田正治写真美術館

3/1～6/4 ○企画展　植田正治の「かたち」写真における造形表現 ℡ 0859-39-8000
植田正治写真美術館

http://www.japro.com/u
eda/

大山町


