
2017 7/20木▶9/3日2017 木 日
イベントカレンダー

とき 7/21●●金 13：00～15：00（開場12：30）

なつかしのわらべ倶楽部（夏編）

■講師：尾前加寿子(声楽家）
　　　　鎌谷眞里子（鳥取社会福祉専門学校専任講師・
 　　　　　　レクリエーションコーディネーター） 
■参加費：無料　■定員：180名　■対象：60歳以上

なつかしい童謡・唱歌、流行歌とレクリエーションで楽しいひととき。

申込み受付中

とき 7/22●●土～8/5●●土 9：00～17：00
 （最終日は16：00まで）

■出展：先本廣司　■観覧：無料

鉄道模型ジオラマ展「新幹線が走る街」
エントランスギャラリー

新幹線が走るとある街をイメージし、ジオラマで再現。
運転体験のイベントもあるよ！（日時は裏面をご確認ください）

とき

科学とおもちゃの合体技！スクリーンに立体映像が浮かび上がる！！

立体投影機をつくろう
遊ゆう学舎

■講師：足利裕人（公立鳥取環境大学教授）　　
■参加費：キット代500円　■定員：40名　■対象：小学3年～中学生

申込み受付中

7/22●●土 13：30～15：00（開場13：15）

とき 7/22●●土～8/31●●木 9：00～17：00
 （最終受付16：00）

おもちゃづくり体験（夏編）

■参加費：入館料＋キット代 
オリジナルの木のおもちゃを手づくりしよう！夏休みの工作にもぴったり☆

とき 7/23●日、２７●●木、２９●●土、8/3●●木
10:00～16：00(昼休み12：00～13：00)

夏休み自由研究講座
～童謡・唱歌について調べよう～

■参加費：無料　■定員：各日4名（申込先着順）
■対象：小中学生（小学２年生以下は要保護者同伴）

わらべ館の資料を活用して音楽の自由研究をしませんか？２日間の参加で、作品の
完成を目指します。完成した作品は8/11～19にわらべ館で展示し、8/11（金祝）
10:30～は作品発表会を開催します。　　　　  協力：島根大学教育学部音楽教育連携推進室

要申込7/15（土）～

鳥取市少年少女合唱団　夏休み☆こんさあと

楽しい歌満載！一緒に歌うコーナーもあります。
曲目「夢をかなえてドラえもん」「我は海の子」「美女と野獣」他。

とき 7/29●●土 14:00～15：00（開場13：45）
■出演：鳥取市少年少女合唱団
■参加費：無料　■定員：先着150名

とき 7/30●日 ①11：30～11：55（開場11：15）
 ②14：30～14：55（開場14：15）

歌のお兄さん あおにぃと歌ってあそぼう！

■出演：歌のお兄さん あおにぃ
■参加費：入館料　■定員：各回先着180名

歌のお兄さん あおにぃといっしょに歌って遊ぼう。みんなの
知っている歌もたくさん出てくるよ。
曲目「大きな栗の木の下で」「アブラハムの子」「アイアイ」他。

とき 前期 8/1●●火～15●●火 
後期 8/16●●水～31●●木 

おもちゃワールド（夏編）

■参加費：入館料 
鉄道おもちゃ・人形あそび・木のおもちゃ・ファミリーゲー
ム等、100種類以上のおもちゃが大集合！前期と後期で内容の一部が変わるよ。

とき 8/5●●土～19●●土 
10:00～12：00（受付11：30まで）
14:00～16：00（受付15：30まで）

かいた絵がおよぎだす！？ワクワク水族館

■参加費：入館料 　■対象：高校生以下 　
自分の描いた絵が、スクリーンの水槽の中で泳ぎ回るよ！
絵の描き方で泳ぎ方も変わるらしい！？

「ケーナ・オカリナ サマーコンサート」
～南米アンデス地方民族音楽フォルクローレから日本の歌まで～
とき 8/6●日 14：00～15：00

ケーナとオカリナのアンサンブルをお楽しみください。
曲目「みかんの花咲く丘」「さんぽ」「コンドルは飛んでいく」他。

■出演：ラス・アラス
 ラジウムdeべっぴんず＆イケメンズ　　　　
 公民館オカリナ教室　トミヤ楽器店オカリナ教室　
 大西保江　西村仗行
■参加費：無料　■定員：先着70名

とき 8/12●●土～15●●火、19●●土、20●日、26●●土
①11：00②13：00③14：30（各回20分） 

紙芝居劇場

■出演：鳥取紙芝居ネットワーク
■参加費：無料

懐かしい自転車紙芝居。昔話やこわ～い話など、いろんな
お話が出てくるよ！

とき 9/2●●土 10：00～12：00（受付11：30まで）
 13：00～16：30（受付16：00まで）

デコスイーツ体験

■講師：おもちゃ王国スタッフ
■参加費：入館料＋材料代（各300円）
■対象：年長児以上（小学3年生以下は要保護者同伴）

3種類（アイス・ドーナツ・チョコ）からひとつ選んで、本物
そっくりのデコスイーツマグネットをつくろう。 ※材料がなくなり次第終了。

アイス チョコ

ドーナツ

ファミリーコンサート「タニケンのファミリーステージ」
とき 9/30●●土 １１：００～１２：００（開場１０：３０）
ところ鳥取市民会館 大ホール
■出演：谷本賢一郎（歌・ギター）、Fuming（ピアノ）
■チケット料金（全席指定）
　　大人 …………………… 1,000円
　　友の会会員 ……………… 500円
　　３歳以上高校生以下 …… 200円
　　３歳未満の膝上鑑賞は無料(要整理券)
■チケット取扱い
　　わらべ館、鳥取市民会館、倉吉未来中心、アルテプラザ（鳥取県文化振興財団西部事務所／米子天満屋4階）
　　※友の会会員チケットはわらべ館のみでの販売です。※チケットの購入はお一人様５枚までとさせていただきます。

チケット発売日
・友の会会員先行販売
　　　8/19(土) 9：00～
　　※初日のみ
　　　わらべ館１階エントランスホールで販売。

・一般発売
　　　8/26(土) 9：00～

とき 8/1●●火～15●●火 
青い目の人形－小さな瞳に映る90年－

■参加費：入館料
昭和 2 年 (1927) の人形交流から 90 年の節目に、鳥取市
立散岐小学校所蔵の「青い目の人形」を展示します。

とき 8/6●日 11：00～11：45
■出演：山本美千枝　■参加費：無料 　　
■対象：小学生以上　■定員：50名

調査・研究成果をもとに、人形を通した平和のあり方や国際交流についてお話されます。

青い目の人形をたずねて
トークイベント

NHK Eテレ「フックブッ
クロー ミニ」に平積傑
作役で出演中のお兄さ
んによる、みんなが笑
顔になれるコンサート。
曲目（予定）「さんぽ」

「LOVEをプレゼント」
他。

8/11 　　　 　～8/15●火は朝8時から開館します。金・祝



♥…無料　♣…入館料のみ　♦…材料代のみ　♠…入館料＋材料代　♦…材料代のみ
催し物は都合により変更になる場合があります。イベントへのお申し込みは受付開始日の朝9時～です。

鳥取発の地方創生 “響かせようトットリズム♪”   「響かせようトットリズム♪」は、鳥取県の強み（自然・絆・時）を生かし県民総参加で地方創生を進めるための合言葉です。
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■入 館 料／大人：500円
　　　　　　（20名様以上の団体は2割引）
　　　　　　友の会会員、高校生以下無料
■開館時間／9：00～17：00
　　　　　　8/11（金･祝）～8/15（火）は朝8：00から開館
　　　　　　（入館は閉館の30分前まで）
■休 館 日／毎月第3水曜日（祝日の場合は翌日）
 　※8月は無休です わらべ館ご利用の方は片原駐車場も無料でご利用いただけます。

〒680-0022　鳥取市西町3丁目202
TEL（0857）22-7070

http://www.warabe.or.jp
warabekan@warabe.or.jp

片原P

7/20（木）～9/3（日）
期間中の休館日はありません。

とき 8/23水
 15：30～16：15

わいわいボードゲーム

■参加費：無料  
かわいいカードゲームやサイコロゲーム
で遊ぼう☆

童謡・唱歌企画展

うたの植物園

■観覧：入館料

と き 7/20木～10/17火 
 開館時間中　
ところ うたの広場

木や花、草などを題材とした歌の他、鳥取出身の音楽家が
手掛けた植物の歌を紹介します。

と き 8/9水 15：00～15：30
うきうきタイム～mini音楽会～

■参加費：入館料  
季節の童謡やパネルシアター、
絵本などを楽しもう。

■参加費：無料（部品代実費）
こわれたおもちゃを修理します！

おもちゃの病院
と き 毎月第4日曜日　
 7/23日、8/27日
 10：00～15：00

先着15件

♪童謡コンサート
　　　出演合唱団募集♪

わらべ館では、平成30年2月3日(土)に鳥取市民会館
で開催する童謡コンサートの出演団体を募集します。
応募方法など詳細はホームページをご覧ください。
応募締切　8月10日(木)　わらべ館必着

金・祝

■参加費：入館料
先生の足踏みオルガンにあわせて、唱歌をうたいましょう。

唱歌教室
と き 毎週土曜日 15：00～15：30　
 8/11  　 ～8/15火
 ①13：30～14：00
 ②15：00～15：30

金・祝

おもちゃと遊びの企画展

ブリキのZOO
機械じかけの動物たち

■観覧：入館料

と き 7/29土～11/5日
 開館時間中　
ところ ギャラリー童夢

昭和30～40年代のブリキでできたバッテリー駆動、ぜんま
い仕掛けの動物おもちゃを紹介します。

日 に ち 料金 イ ベ ン ト 時  間 ・ 場  所

７
月

２０日㈭ ♣ 童謡・唱歌企画展　うたの植物園（～10/17） 開館時間中／うたの広場
２１日㈮ ♥ なつかしのわらべ倶楽部（夏編） 13：00～15：00／いべんとほーる（要申込）

２２日㈯

♠ おもちゃづくり体験（夏編）（～8/31） 9：00～17：00（最終受付16：00）／おもちゃ工房

♥ エントランスギャラリー（～8/5）
鉄道模型ジオラマ展「新幹線が走る街」

9：00～17：00（最終日16：00まで）
／エントランスホール

♦ 遊ゆう学舎　科学工作「立体投影機をつくろう」 13：30～15：00／いべんとほーる（要申込）
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

２３日㈰

♥ おもちゃの病院 10：00～15：00／いべんとほーる（先着15件）
♥ 夏休み自由研究講座～童謡・唱歌について調べよう～ 10：00～16：00／ライブラリー（要申込）

♥ 運転体験「ちびっこ運転士になってみよう！」 ①11：00～12：00②14：00～15：00
／エントランスホール

２６日㈬ ♥ おさなごのわらべうたあそび 11：00～11：30／ライブラリー
２７日㈭ ♥ 夏休み自由研究講座～童謡・唱歌について調べよう～ 10：00～16：00／ライブラリー（要申込）

２９日㈯

♣ おもちゃと遊びの企画展
ブリキのＺＯＯ 機械じかけの動物たち（～11/5） 開館時間中／ギャラリー童夢

♥ 夏休み自由研究講座～童謡・唱歌について調べよう～ 10：00～16：00／ライブラリー（要申込）
♥ 鳥取市少年少女合唱団 夏休み☆こんさあと 14：00～15：00／いべんとほーる
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

３０日㈰
♣ 歌のお兄さん あおにぃと歌ってあそぼう！ ①11：30～11：55②14：30～14：55

／いべんとほーる

♥ 運転体験「ちびっこ運転士になってみよう！」 ①11：00～12：00②14：00～15：00
／エントランスホール

８
月

１日㈫
♣ 青い目の人形－小さな瞳に映る90年－（～8/15） 開館時間中／おもちゃの部屋3階
♣ おもちゃワールド（夏編・前期）（～8/15） 開館時間中／いべんとほーる

３日㈭ ♥ 夏休み自由研究講座～童謡・唱歌について調べよう～ 10：00～16：00／ライブラリー（要申込）

５日㈯

♣ かいた絵がおよぎだす！？ワクワク水族館（～8/19）
10：00～12：00（受付11：30まで）
14：00～16：00（受付15：30まで）
／いべんとほーるロビー

♥ 運転体験「ちびっこ運転士になってみよう！」 ①11：00～12：00②14：00～15：00
／エントランスホール

♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

６日㈰
♥ トークイベント 「青い目の人形をたずねて」 11：00～11：45／エントランスホール

♥ にじいろコンサート
「ケーナ・オカリナ サマーコンサート」 14：00～15：00／エントランスホール

９日㈬ ♣ うきうきタイム～mini音楽会～ 15：00～15：30／ドレミ♪ランド

１１日
（金・祝）

♥ 自由研究作品発表会 10：30～／エントランスホール
♥ 自由研究作品展示会（～8/19） 発表会終了後～17：00／エントランスホール
♣ 唱歌教室 ①13：30～14：00②15：00～15：30／木造教室

１２日㈯
♥ 紙芝居劇場 ①11：00～②13：00～③14：30～

／エントランスホール
♣ 唱歌教室 ①13：30～14：00②15：00～15：30／木造教室

１３日㈰
♥ 紙芝居劇場 ①11：00～②13：00～③14：30～

／エントランスホール
♣ 唱歌教室 ①13：30～14：00②15：00～15：30／木造教室

１４日㈪
♥ 紙芝居劇場 ①11：00～②13：00～③14：30～

／エントランスホール
♣ 唱歌教室 ①13：30～14：00②15：00～15：30／木造教室

１５日㈫
♥ 紙芝居劇場 ①11：00～②13：00～③14：30～

／エントランスホール
♣ 唱歌教室 ①13：30～14：00②15：00～15：30／木造教室

１６日㈬ ♣ おもちゃワールド（夏編・後期）（～8/31） 9：00～17：00／いべんとほーる

１９日㈯
♥ 紙芝居劇場 ①11：00～②13：00～③14：30～

／エントランスホール
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

２０日㈰ ♥ 紙芝居劇場 ①11：00～②13：00～③14：30～
／エントランスホール

２３日㈬
♥ おさなごのわらべうたあそび 11：00～11：30／ライブラリー
♥ わいわいボードゲーム 15：30～16：15／エントランスホール

２６日㈯
♥ 紙芝居劇場 ①11：00～②13：00～③14：30～

／エントランスホール
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

２７日㈰ ♥ おもちゃの病院 10：00～15：00／エントランスホール（先着15件）

９
月

２日㈯
♠ デコスイーツ体験

10：00～12：00（受付11：30まで）
13：00～16：30（受付16：00まで）
／おもちゃ工房

♥ 昔あそび 14：00～15：00／ライブラリー
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

３日㈰ ♠ おもちゃづくり体験 9：00～17：00（最終受付16：00）／おもちゃ工房
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