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宇宙服（©JSF）

合唱曲「COSMOS」を代表作とする
アクアマリン

夏休みいろんな 体験してみよう！！

天気予報や衛星通信で私たちの日常生活を支え
ている、人工衛星やロケットを実物や模型で紹介
します。宇宙で活動するために必要な宇宙服や宇
宙食、「はやぶさ」と「はやぶさ２」も原寸大模型で
並ぶ宇宙てんこ盛りの展覧会です。

勾玉づくりなどの定番メニューに加え、土・日・祝日やＧＷでしか行っ
ていない弥生体験が一度に楽しめるとってもお得なイベントです！

「をかし」とは、「面白い、愛らしい、趣がある、美しい、興味深い」といっ
た意味を持つ古いことばです。この展覧会では「いとをかし」をキー
ワードに、当館収蔵品を中心に工芸品等を展示します。「オモシロイ、
カワイイ、イイ感じ、キレイ、フシギ」などいろい
ろな印象を持ちながら、たくさんのかたちに出
会い、その魅力を楽しんでみませんか。

夏は図書館がおもしろい！「図書館たんけん隊」、「手話で楽
しむおはなし会」、「理科あそび」、「読みメン
のおはなし会」など、イベントが盛りだくさん！
夏休みの自由研究や工作に役立つ本のコー
ナーもあります。今年の夏も、家族みんなで

「夏休み図書館まつり」に行こう！

両施設とも5人以上のグループ（家族同士、友達同士など）なら、どなたでも
利用OK！詳しくはホームページをご覧ください。

宇宙への挑戦
～未知への扉をひらくとき～

企画展

日時 日時

7月23日(土)～
8月28日(日)〈休館日：なし〉

午前9時～午後5時（期間中の土・日・祝日は午後7時まで）

会　期

時　間

入場料／ー般・大学生 1,000円（前売り・団体・70歳以上 800円） 
高校生 500円（前売り 400円）

【次の方は無料】中学生以下／小学校・中学校の学校教育活動の引率者
障がいのある方・要介護者等およびその介護者

参加費／無料（一部材料費が必要）
申込／不要（青銅鏡づくりは小学4年生以上対象で要予約）
申込期間／7月11日～7月22日

星空のうた
コンサート

夏休み図書館まつり

サマーイベント
弥生体験フェスティバル

鳥取県埋蔵文化財センター  古代まつり

大自然の中で夏を楽しもう！コンサート

7月23日(土) 
午後2時～3時30分
鳥取県立博物館
講堂

日　時

会　場

鳥取県立博物館
２階 近代美術展示室

会　場

出演／アクアマリン
対象／幼児～一般（小学生以下は保護者同伴）
定員／280名（申込不要）

9月3日(土)午前10時～
4日(日)午後2時30分

8月27日(土)午後1時～
28日(日)午後2時30分

内容／谷川探検、野外炊事 等
参加費用／3,500円程度
対象／小中学生とその家族
定員／16家族
申込期限／8月18日（木）

内容／テント泊、野外炊事 等
参加費用／2,200円程度
対象／小学生以上の親子
定員／25家族
申込期限／8月9日（火）

天然の星空から人工流れ星まで、
見たことのない夜空を楽しみたい！
～楽しみ方から、宇宙に関わる仕事まで～

特別講演会

8月6日(土) 午後2時～3時30分

鳥取県立博物館 講堂

日　時

会　場

7月31日(日)
午前10時～午後4時

むきばんだ史跡公園

日　時

会　場

大山の森探検、座禅体験、カヌー体験、野外炊事、妻木晩田遺跡の見学と
勾玉づくりなど、様々な企画が目白押し。親子で楽しめる1泊2日のプチ
キャンプです。（むきぱんだは、むきばんだ史跡公園の名誉ムラ人です。）

対象／小・中学生とその保護者
定員／12家族44名程度（先着順）
参加費／大人3,300円 小・中学生2,400円　申込期間／7月11日～7月29日

むきぱんだとめぐる
「冒険！だいせん」プチキャンプ

9月3日(土)午前9時～
4日(日)12時

むきばんだ史跡公園、大山青年の家、
赤松の池、大山情報館、阿弥陀堂

日　時

会　場

鳥取県立博物館 第1・2特別展示室会　場

いとをかし－かたちのふしぎと出会う場処
美術部門テーマ展示Ⅱ 夏休み企画

7月16日(土)～8月28日(日)
〈休館日：7月19日（火）〉 

8月6日(土) 
午前９時３０分から午後３時　

鳥取県埋蔵文化財センター
（入場無料・各コーナー無料）

午前9時～午後5時
（7月23日（土）～8月28日（日）の
土・日・祝日は19：00まで）

会　期

開催日

会　場

時　間

入場料／一般 180円（前売り・団体 150円）
７０才以上・大学生以下無料

鳥取県立図書館
〒680-0017 鳥取市尚徳町101
☎0857-26-8155　FAX 0857-22-2996
http://www.library.pref.tottori.jp/

〒689-2525 琴浦町山川807の2
☎0858-55-7111　FAX 0858-55-7119
E-mail  senjyozan_syounen@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/senjyozan/

〒689-3319 大山町赤松明間原312-1
☎0859-53-8030  FAX 0859-53-8265
E-mail  daisen_seinen@pref.tottori.jp
http://www.pref.tottori.lg.jp/daisenseinen/

参加費
無料

参加費
無料

やってみよ
う！

理科あそ
び

骨角器で
風船釣り

発掘体験
コーナー

土器パズル
タイム
トライアル

7月24日(日)・8月28日(日)
午前11時～11時30分

手話で楽しむ
おはなし会

7月28日(木)・8月4日(木)
午前11時～12時

図書館
たんけん隊
（要申込）

7月30日(土)
午前11時～11時30分

外国語で楽しむ
えほんのじかん

8月5日(金)
午後2時～3時30分

やってみよう！
理科あそび

7月17日(日)・8月21日(日)
午前11時～11時30分

読みメンの
おはなし会

7月23日(土)・8月27日(土)
午後2時～2時30分

鳥取県に伝わる
昔話を聞く会

船上山少年自然の家船上山少年自然の家 大 山 青 年 の 家大 山 青 年 の 家

夏のオススメプログラム

天然ウォータースライダー

イベント
大山ファミリーキャンプ

夏のオススメプログラム

沢登り

イベント
ファミリーキャンプ

古代体験コーナー
●発掘体験 何が見つかるかお楽しみ  ●弥生の漁師になろう！！ ねらった獲物をゲットしよう

●土器パズルタイムトライアル めざせパズルマスターなど 全11コーナー

夏休みに古代体験でタイムスリップ　11つのコーナーで古代生活を満喫しよう！

読みメンの
おはなし会

ひんやり
気持ちいい！

迫力満
点！

弥生の漁師に
なろう！！

申込・問合せ先 申込・問合せ先

申込・問合せ先

鳥取県立博物館 〒680-0011 鳥取市東町2丁目124番地　☎0857-26-8042　FAX 0857-26-8041問合せ先

〒689-3324 西伯郡大山町妻木1115-4　☎0859-37-4000　FAX 0859-37-4001
E-mail mukibanda@pref.tottori.jp　http://www.pref.tottori.lg.jp/mukibanda/鳥取県立むきばんだ史跡公園　問合せ先 問合せ先 埋蔵文化財センター ☎0857-27-6711　FAX 0857-27-6712

E-mail maibuncenter@pref.tottori.jp　http://www.pref.tottori.lg.jp/maibun/

明治の終わり頃に
作られたお皿だよ。誰が作った
のか分からないけど、
きょろんとこっちを

向いているちょうちょが
「いとをかし」だね。

《赤絵花蝶文皿（あかえかちょうもんさら）》
作者不詳 磁器 明時代末　

むきぱんだ

企画展「宇宙への挑戦」関連事業

企画展「宇宙への挑戦」関連事業

講師／岡島 礼奈氏（株式会社ALE 代表取締役社長、鳥取県出身）
対象／小学生～一般　　定員／250名（申込不要）

おかじま れ な

すてきな参加賞もあるよ！
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