夏 休 み の イ ベ ント 紹 介！
マンガの神様・手塚治虫
（てづかおさむ）
の作品には、一貫して生命の
うた

尊厳が 謳われており、人と動物 の 関係を描いた 作品には 傑作が 多く
あります。本展では、
ドードーやニホンオオカミなど人との関わりの中で
消えていった動物や、今まさに引き起こされている問題を、手 塚治虫
のマンガとともに紹介し、これからの人と動物のあり方を考えます。

会 期 7月13 日

〜 8 月25 日

※会期中無休

9：00〜17：00（会期中の土曜日は19：00まで開館延長）

会 場 鳥取県立博物館 第1･第2 特別展示室

因 幡 の 古 代まつりi n 夏休み自由研究をつくろう!! 企画展＆講座 無料
埋蔵文化財センターで行っている調査研究の成果
意外なところにも使われている！
？埋
県埋蔵文化財センター をもとにして、
夏休み自由研究の助っ人をします！
蔵文化財の調査・研究に用いられる

夏休みに古代へタイムスリップ！発掘体験や古代の
コマ作りなど、古代体験してみませんか？

日時

アニメ作品をご覧いただけます

関連イベント

ジャングル 大帝（劇場版）

アニメ作品

博物館講堂の大スクリーンで
手塚治虫の代表作・ジャングル大帝を上映します。

親グマを亡くし、
人間に飼われていた子グ
マ“山太郎”と、
蒸気機関車の友情物語の
アニメを展示会場で上映します。

日時
会場

7月27日

10：00〜12：00、14：00〜16：00

鳥取県立博物館 講堂

原画の全ページが
て
世界で初め
るよ！
れ
さ
展示

9：30 から30 分おき

会場

鳥取県立博物館
第 1 特別展示室

視聴料：企画展入場料 定員なし

ドードー
（骨格複製）
群馬県立自然史博物館蔵

の

手塚治虫のメッセージ：人と動物、共に生きるために

検索

アートとの 遭遇

会期
会場

7月20日 〜 8月25 日

鳥取県立博物館
第 3 特別展示室

スペシャルワークショップⅠ

−失われた肉体と祖国を求めて−

7月20日

飛行物体（UFO）
との接触をあらわす
ことばですが、アートも、私たちにとって

14：00〜15：30

おおたけ・ゆうき ひ ろ の ば ん び

舞踏家：大竹 宥熙、広野、万琵 申込不要 要観覧料

未知の可能性を秘めた、
なかなか全容
を確認できない、未確認飛行物体のよ

観覧料 一般180円（団体／150円)

問合せ先

北斗座舞踏 新しき年の始の舞

舞踏家集団 北斗座が展示室を舞台にパ
フォー マンスを 行 います。舞 踏という
アートにセッキンソウグウ！滞在制作中の
武蔵野美術大学生が展示室でその動き
を捉えて描きます。舞踏の鑑賞に集中す
る、動く体を美大生が捉える様子を見
る、画材を持参して動きを見ながら描い
てみるなど、
参加の方法は自由です。

スペシャルワークショップⅡ

「旅するムサビ in 鳥取」
で滞在制作中の
学生にセッキンソウグウ！学生が描いた
作品や、
目の前で描いている作品を見な
がら、作家と話してみませんか？鳥取が
好きで何度も訪れている学生もいます。
10：00〜、14：00〜（各60分程度） 私たちにとっては見慣れた鳥取の風景
月
日
を、学生たちはどんなふうに感じ、切り取
申込不要 要観覧料
講師：武蔵野美術大学生
るのでしょうか。

うな存在だといえるのではないでしょう

【次の方は無料】大学生以下・70歳以上の方、
学校教育活動での引率者、障がいのある方、
難病患者の方、要介護者等およびその介護者

第3 特別展示室にて！

関連イベント

近遭遇」
して体験的に鑑賞する展覧会

キミは アートの目撃者

か。出会うことによって、
ドキドキしたりワ

場でいろいろなアートやアーティストと
「セッキンソウグウ」
してみましょう。

鳥取県立博物館 〒680-0011 鳥取市東町二丁目124 電話 ０８５７
（２６）
8042 ＦＡＸ０８５７
（２６）
8041
E-mail hakubutsukan @ pref. tottori .lg . jp https://www.pref . tottori .lg . jp / museum /

フェイスブックでも情報発信中！

このほか博物館では夏休み中にたくさんの講座を開催します。詳しくはホームページでご確認ください。

とっとりの お宝 おひろめ（披露目）
平 成３０年 度、県 指 定となった 様々なジャンル の文 化 財を紹 介する展 示 です。
鳥 取 県 で 育まれた 多 様 で 豊かな歴 史・文 化の 魅力を感じていただけます。

問合せ先

９：00 〜17：00 ※期間中に休館日があります。

f

フェイスブックでも
情報発信中！

問合せ先

対象／どなたでもご参加いただけます
（中学生以下は保護者同伴）
定員／３０名程度
（先着順） 参加費／無料
申込期間／７月８日～７月２５日

E-mail mukibanda@pref.tottori.lg.jp

無形文化財 紙布･染織 保持者 山下 健氏の作品

https://www.pref.tottori.lg.jp/mukibanda/

大自然の中で夏の思い出をつくろう！

4泊5日の
大冒険！

キッズアドベンチャー

8月7日水 10：00
～11日日 15：00

夏のオススメプログラム

いかだ

日時

8月10日土

16：00～21：00

星降る大山へ
ようこそ

内容

ロードウォーク、テント泊、野外炊飯 等

内容

星空観察

参加
費用

1人16,000円

参加
費用

1人800円程度

小学4年生～中学3年生

対象

小学生以上とその保護者

定員

申込
期限

36人

申込
期限

7月1８日木 17：00必着

鳥取県立船上山少年自然の家

家族で
楽しもう！

満天の星を見よう会

呼吸を
合わせて
さあ出発！

80名

申込・問合せ先
FAX 0858
（55）
7119

夏のオススメプログラム

星空観察

7月26日金 17：00必着

鳥取県立大山青年の家

〒689-3319 西伯郡大山町赤松明間原312-1 電話 0859（53）8030 FAX 0859（53）8265
E-mail daisen_seinen@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/daisenseinen/

https://www.pref.tottori.lg.jp/senjyozan/

（青谷の和紙を使って作った帯です。
）

むきばんだ史跡公園

鳥取県立むきばんだ史跡公園 〒689-3324 西伯郡大山町妻木1115-4 電話 0859（37）4000 FAX 0859（37）4001

〒689-2525 東伯郡琴浦町山川807の2 電話 0858
（55）
7111
E-mail senjyozan_syounen@pref.tottori.lg.jp

が必要

７月２8日日

会場

対象／どなたでもご参加いただけます
（中学生以下は保護者同伴）
定員／５０名
（先着順） 参加費／無料
申込期間／７月４日～７月２４日 ＊定員になり次第締め切ります。

申込・問合せ先

常設展観覧料

鳥取県地域づくり推進部文化財課 電話 0857
（26）
7523 FAX 0857
（26）
8128
E-mail bunkazai @ pref. tottor i.l g .jp https:// www. pref. tottori. lg . jp/ bunkazai /
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埋蔵文化財における科学技術の活用
８/１７・１８土日
要申込み
１３
：３０～１５
：００

19：45～21：00

むきばんだ史跡公園

定員

鳥取市歴史博物館（鳥取市上町８８） 倉吉博物館（倉吉市仲ノ町３４４５-８）
９：00 〜17：00 ※期間中に休館日があります。

会場

対象

展 示 解 説 や 講 演 会も 企 画しています。

１０月５日（土）〜２０日（日）

日時

18：30～21：00（雨天中止）

日時

〜 鳥 取県 指 定文化財 新規 指 定 記念展 〜

８月３１日（土）〜９月２９日（日） 入場無料

７月２7日土

7 27

たり。いろいろな感情が生まれます。会

講座

周辺に明かりが少なく、星がよく見える夜のむき
ばんだ史跡公園で星空観察会を行います。天体望
遠鏡で星を見れば感動すること間違いなしです！

夜の
「むきばんだの森」
を探索して虫や樹木を観
察しながら弥生時代のくらしについて学ぶ講座
です。運が良ければセミの羽化に出会えるかも！

−作品を見ながら話してみよう！−

クワクしたり、不思議だったり少し怖かっ

９
：００～１７
：００

鳥取県埋蔵文化財センター（鳥取市国府町宮下1260） 電話 0857（27）6711 FAX 0857（27）6712
会場/申込
問い合わせ先 Email maibuncenter@pref.tottori.lg.jp https://www.pref.tottori.lg.jp/maibun/

日時

です。接近遭遇とは、
もともとは未確認

８/３土～８/２５日

星空観察会
「夏の自然と弥生のくらし学習会」 inむきばんだ

対象 : 小学生 〜 一 般

シリーズ：アートをめぐる場をつくるⅠ 本展は、いろいろなアートと出会い「接

※ 期 間 中 は 出 土 品 ペー
パークラフト、弥生のカ
ゴ 作り、古 銭のカラー
拓本、保存処理体験な
どの体験メニューもで
きます。

埋蔵文化財の科学技術展

むきばんだ弥生の森講座

アシカ
ニホン
伝説の
王 』も 陸!!
ンコ大
初上
『リャ
県に
鳥取

©TEZUKA PRODUCTIONS

鳥取県立博物館 美術部門 夏休み企画

企画展

『ころすけの
橋』
『ロロの旅路 』の

山太郎かえる （24分間）

日時 会期中 毎日上映

視聴料無料 定員250名 1時間前から整理券を配布します
対 象 : 小 学 生 〜 一 般（ 小 学 生 以下 は保護者同伴 )

手塚 治虫

8/3土

（荒天の場合は
8/10土へ延期）
9：30～15：30
（最終入場15：00）

【次の方は無料】 大学生以下・70歳以上の方、学校教育活動での引率者、
障がいのある方、難病患者の方、要介護者等およびその介護者

8/18日・8/25日

科学技術をご紹介します。自由研究
のヒントになるかもしれません。

無料

9：00 ～17：00

入場・参加費無料

観覧料 一般 700円（20名以上の団体・前売／500円)

映画上映を行います

日時

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。
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