
20174/1土▶5/16火20174/1土▶5/16火

イベントカレンダー
土・祝

とき毎週土曜日・日曜日
4/1●●土～4/9●日（春編）
4/29　　～5/7●日（GW編）
9：00～17：00（最終受付16：00）

おもちゃづくり体験

■参加費：入館料＋材料代
オリジナル工作キットで木のおもちゃづくりに挑戦！

とき 4/2●日 14：00～14：40

ゆかいな おとの おともだち　
パーカッション＆手回しオルガンコンサート

■出演：かさいなおき（打楽器/札幌NKミュージック） 
■参加費：無料 

木琴、鉄琴、手回しオルガン、ほかにもいっぱいパーカッショ
ン！楽しい曲が聞こえてきたらみんなでマラカスお手伝い！！

ムジークテアター・TOTTORIうたのコンサート
とき 5/13●●土 14：00～

楽しい合唱団による、うたのコンサートです！
曲目「Sound of Music より」「少年時代」「北の宿から」他。

■出演：ムジークテアター・TOTTORI 
■参加費：無料 

とき 4/27●●木 14：00～14：45
■伴奏：わらべ館童謡・唱歌専門員　
■参加費：入館料

あなたの好きな中山晋平作品は？みんなで代表曲を歌いましょう。
※歌う曲は当日リクエストにお応えします。

中山晋平うたごえ広場
童謡・唱歌企画展関連イベント

とき 4/30●●日
10：00～15：00（ワークショップ最終受付14:30）

ところ わらべ夢ひろば（荒天時はいべんとほーる）

ものづくりひろばvol.4

■参加費：入場無料、別途材料代が必要 
木工作や粘土工作など、色々な分野の作家さんのワーク
ショップを体験しよう。作品展示や販売もあるよ！

とき 5/3　　・4　　・５　　・7●日
①10：30　②13：30　③15：00（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：入館料  

昔なつかしの自転車紙芝居！大人も子どももみんな集まれ～！

水・祝 木・祝 金・祝

とき

成長の記録をのこそう

■参加費：無料(荒天中止) 
手形や足形を台紙にスタンプしよう！

5/５　　13：00～13：30金・祝

とき 5/6●●土
①11：00～11：30（開場10：45）
②14：00～14：30（開場13：45）

クッキー＆キャンディーのバルーンショー

■出演：クッキー＆キャンディー 
■参加費：入館料 　
■定員：各回先着180名

色とりどりのバルーンがお花や動物に変身！！
ショーの後は、動物を一緒に作るバルーン教室があるよ。

とき 5/3
①11：00～11：30（開場10：45）
②14：00～14：30（開場13：45）

■出演：kajii（カジー）
■参加費：入館料 　
■定員：各回先着180名

kajiiの日用品楽器コンサート ～食器は歌う～
カジー

自作の日用品楽器のみで奏でる音楽会！本格的な演奏に全員参加の合奏、笑顔と感
動あふれるステージを是非！

水・祝

とき 4/22●●土 15：00～16：30（開場14：30）
■出演：コトリンゴ（歌・ピアノ） 　　
■参加費：入館料　■定員：180名

どこにでもある毎日のくらし。昭和 20 年、広島・呉。わたしはここで生
きている。映画「この世界の片隅に」の音楽を担当したコトリンゴのソロ
ライブ開催決定！

すずさんとハナウタライブ

アニメーション映画『この世界の片隅に』
オリジナルサウンドトラックリリース記念ライブ

要申込 4/1土～

岩倉コーラス10周年記念コンサート
とき 4/23●日 14：00～15：00

鳥取市岩倉地区の歌うことが好きな人が集まったグルー
プです。曲目は「月の沙漠」「時には昔の話を」他。

■出演：岩倉コーラス　■参加費：無料 

5/4（木・祝）～5/7（日）は朝8時から開館します。

とき 4/8●●土～4/16●日
9：00～17：00（最終日16：00まで）

■出展：山本千恵子　　■観覧：無料
温かな風合いと色鮮やかな和紙で創った人形。五節句や大名家の花嫁行列、
昭和の家族の光景など風情ある作品をお楽しみください。

和紙人形と共に～和みの中につつまれて～
エントランスギャラリー

シルエットクイズ・これなんだ？
手影絵ことはじめ
とき 4/29　　　  14：00～14：45

スクリーンに映るのは何のかたち？手や道具を使って生ま
れる形がおもしろい！みんなもできるかな？

■参加費：入館料　■定員：15名
土・祝

『HANDS SHADOW』

とき 5/4　　
①11：30～12：00（開場11：15）
②14：00～14：30（開場13：45） 

Rachael Dadd + ICHI　「フィッシュ＆クラップス」

■出演：Rachael Dadd（レイチェルダッド)
 ICHI （イチ）
■参加費：入館料 　
■定員：各回先着180名

イギリス・ブリストルより春の風にのってフォーキーな歌声のレイチェルとひとりサー
カス団イチが今年もやってくる！

木・祝

レイチェル ダッド イチ

とき 5/5　　
①11：00～11：20（開場10：45）
②14：00～14：20（開場13：45）

さぁさぁ祭のはじまりだ！！ 和楽衣箱～waraibako～

■出演：和楽衣箱 ～waraibako～ 
■参加費：入館料 　
■定員：各回先着180名

手拍子、拍手の玉すだれ、あっと驚くお獅子さん
ドドンと叩くよ大きな太鼓　さぁさぁ祭のはじまりだ♪

金・祝



♥…無料　♣…入館料のみ　♠…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。

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

http://www.warabe.or.jp

P

久松山
裁判所 鳥取県庁

県立図書館

鳥取市役所

袋川

末広通り

片原通り

道
街
頭
智

道
街
桜
若

検察庁
とりぎん文化会館

至姫路至砂丘

至京都至米子 至岡山
JR鳥取駅

わらべ館

N
ロータリー

■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
　　　　　　（入館は閉館の30分前まで）
　　　 　5/4(木・祝）～5/7（日）は8：00開館
■休 館 日／毎月第3水曜日（祝日の場合は翌日）
 　4/19（水）・5/17（水） 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。warabekan@warabe.or.jp

片原P

4/1（土）～5/16（火）
休館日  4/19（水）・5/17（水）

と き 4/5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。

と き 毎週土曜日 
 15：00～15：30

唱歌教室

■参加費：入館料
先生の足踏みオルガンにあわせ
てうたいましょう。

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」

■参加費：入館料

と き 4/9日、５/７日 14：00～14：45　
ところ ギャラリー童夢横

専門員によるギャラリートークを交え、数種類の車おも
ちゃを動かしてみます。名車や迷車と出会えます。

とき 4/12水、4/26水 
 15：30～16：15

わいわいボードゲーム

■参加費：入館料  
かわいいカードゲームやサイコロ
ゲームで遊ぼう☆

■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　
 4/23日
 10：00～15：00

先着15件

　　第２日曜日 11：00～11：30

楽しい紙芝居

■ところ：ライブラリー
■参加費：無料

日程が変わりました

①幼児～小学生向き

　　第３火曜日 11：00～11：20
②乳幼児向き

童謡・唱歌企画展

「中山晋平生誕130年展」

■観覧：入館料

と き 4/20木～7/18火 
 開館時間中
ところ うたの広場

「シャボン玉」「証城寺の狸囃子」などの
童謡や「カチューシャの唄」などの流行
歌、「三朝小唄」などの新民謡を作曲した
長野県出身の作曲家・中山晋平（1887～1952）の生涯や
作品を紹介します。
期間中の毎月第４木曜日（4/27、5/25、6/22）には中山
晋平の代表曲をリクエスト形式で歌う会を開催します。

日 に ち 料金 イ ベ ン ト 時  間 ・ 場  所

４
月

１日㈯

♣ おもちゃと遊びの企画展（～6/4）
「おもちゃの車社会」 開館時間中／ギャラリー童夢

♠ おもちゃづくり体験(春編)（～4/9） 9：00～17：00（最終受付16：00）／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

２日㈰ ♥ ゆかいな おとの おともだち　
パーカッション＆手回しオルガンコンサート 14：00～14：40／エントランスホール

５日㈬ ♣ うきうきタイム～mini音楽会～ 15：00～15：30／ドレミ♪ランド

８日㈯
♥ エントランスギャラリー（～4/16）

「和紙人形と共に～和みの中につつまれて～」
9：00～17：00（最終日16：00まで）
／エントランスホール

♥ おはなしとわらべうたあそび 11：00～11：40／ライブラリー
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

９日㈰
♥ 楽しい紙芝居 11：00～11：30／ライブラリー

♣ 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／ギャラリー童夢横

１２日㈬ ♣ わいわいボードゲーム 15：30～16：15／おもちゃ工房

１５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
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

１６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
１８日㈫ ♥ 楽しい紙芝居（乳幼児向き） 11：00～11：20／ライブラリー

２０日㈭ ♣ 童謡・唱歌企画展（～7/18）
「中山晋平生誕130年展」 開館時間中／うたの広場

２２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
♣ すずさんとハナウタライブ 15：00～16：30／いべんとほーる（要申込）
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

２３日㈰

♠ おもちゃづくり体験 9：00～17：00（最終受付16：00）／おもちゃ工房
♥ おもちゃの病院 10：00～15：00／いべんとほーる（先着15件）

♥ にじいろコンサート
「岩倉コーラス１０周年記念コンサート」 14：00～15：00／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
♣ わいわいボードゲーム 15：30～16：15／おもちゃ工房

２７日㈭ ♣ 中山晋平うたごえ広場 14：00～14：45／童謡コーナー

２９日
（土・祝）

♠ おもちゃづくり体験（ＧＷ編）（～5/7） 9：00～17：00（最終受付16：00）／おもちゃ工房
♣ シルエットクイズ・これなんだ？ 14：00～14：45／光と影の不思議
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

３０日㈰ ♦ 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）

５
月

３日
（水・祝）

♣ 紙芝居劇場 ①10：30～②13：30～③15：00～
／わらべうたコーナー

♣ kajiiの日用品楽器コンサート ①11：00～11：30②14：00～14：30
／いべんとほーる（先着180名）

４日
（木・祝）

♣ 紙芝居劇場 ①10：30～②13：30～③15：00～
／わらべうたコーナー

♣ フィッシュ＆クラップス ①11：30～12:00②14：00～14：30
／いべんとほーる（先着180名）

５日
（金・祝）

♣ 紙芝居劇場 ①10：30～②13：30～③15：00～
／わらべうたコーナー

♣ さぁさぁ祭のはじまりだ！！ ①11：00～11：20②14：00～14：20
／いべんとほーる（先着180名）

♥ 成長の記録をのこそう 13：00～13：30／滝の広場（荒天中止）

６日㈯
♣ クッキー＆キャンディーのバルーンショー ①11：00～11：30②14：00～14：30

／いべんとほーる（先着180名）
♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

７日㈰
♣ 紙芝居劇場 ①10：30～②13：30～③15：00～

／わらべうたコーナー

♣ 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／ギャラリー童夢横

１３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
♥ おはなしとわらべうたあそび 11：00～11：40／ライブラリー

♥ にじいろコンサート
「ムジークテアター・TOTTORIうたのコンサート」14:00～／エントランスホール

♣ 唱歌教室 15：00～15：30／木造教室

１４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
♥ 楽しい紙芝居 11：00～11：30／ライブラリー

１６日㈫ ♥ 楽しい紙芝居（乳幼児向き） 11：00～11：20／ライブラリー


