
※１家族１点限り。９日（土）から
電話受付。
じどぶん育児相談室「ままこん」
27日（水）午前10時～正午、予約不要、
相談無料。元保育士が子育て中の保
護者の悩みの相談にのります。
木のおもちゃクラブ「もくもく」
初心者の日
27日（水）午前10時～正午、対象：
大人。はがきサイズの木のパズル
を作ります。４人、参加費450円。
13日（水）から電話受付
米子市少年少女合唱団 
第21回定期演奏会
３月２日（土）午後２時～３時30分、
入場無料。
こども将棋対抗戦
3 月 3 日（日）午後１時～。対象：
小中学生3人1組、無料。17日（日）
から電話受付。
けん玉級位認定
毎週土曜日、午後２時30分～、自
由参加、幼児～大人、無料。
みなとやまプレーパーク
毎週日曜日、午前10時～午後 4時
30分、外で思いっきり遊びます。
☆プラネタリウム☆

学習投影「冬の星座をさがそう」
２月の毎週日曜日午前11時～正午。
小学校 4年生の理科の学習に役立
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えほんとわらべうた
毎週水曜日、午前10時30分からは
０～１歳半まで、午前11時10分か
らは 1歳以上対象
おはなしのへや
10日（日）午前11時～11時30分、
対象：幼児～大人
おはなしひろば
16日（土）午後２時30分～３時、
対象：幼児～大人
クラブ合同発表会
17 日（日）午前10時30分～ 11時
45分。箏、リコーダー、合唱、落
語クラブの発表会。花あしらい教室
のフラワーアレンジメント作品展
示、仲良しお茶クラブのお茶席があ
ります。入場自由。
だくちるおはなし会
23日（土）午後２時15分～2時45分、
対象：幼児～大人
ものづくり道場の手作りのへや
「一輪挿しを作ろう」
23日（土）午後１時～３時30分。糸ノ
コやドリルで一輪挿しを作ります。対
象：小学 4年生以上、定員 6人、参
加費300円。９日（土）から電話受付。
おもちゃの病院
23 日（土）①午前10時～②午前11
時～、対象：幼児～中学生、各回6組、
診察無料（部品代のみ実費）、修理
できないおもちゃもあります。

ちます。ご家族でも可。
「○」…通常投影（40分）『今夜見え
る星空とオリオン座』
「キッズ」…幼児向け投影（25分程
度）『おおいぬ座物語』
「団体投影」は電話予約が必要です。
（時間・内容は電話で事前予約）
観覧料金　小学生～高校生50円（土日
祝は無料）、大学生・一般310円、幼児・
70歳以上・障害者手帳をお持ちの方
と付き添いの方１人は無料。その他割
引あり。入場の際にお尋ねください。
マタニティプラネタリウム
４日（月）午前10時30分～11時15分、
対象：妊娠中の方とそのご家族、ご友
人（大人限定 )、先着100人、無料
天体観測会「水星をさがそう」
24日（日）午後６時～７時。対象：
どなたでも可。14組、無料。10日
（日）から電話受付。
天体観測会「星の集まり“星団”探し」
３月２日（土）午後 7時～ 8時。対象：
どなたでも可。14組、無料。16日（土）
から電話受付。
■開館時間（電話受付時間）
　午前９時～午後５時
■今月の休館日　毎週火曜日
■電子顕微鏡の利用をご希望の方は
電話でお申し込みください。
■多目的ホールと研修室は開館日の
午後10時まで利用可。有料・要事
前申込（１週間前まで）。

特別企画展
「金畑実とゆかりの作家たち」
会期：16日（土）～３月17日（日）
会場：第１・２展示室、観覧料 : 一
般 500（400）円 、大学生以下無料
※（　）内は前売、15人以上の団体、
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障がいのある方（付添 1人を含む）
の料金。その他各種割引あり。
オープニングギャラリートーク
日時：16日（土）午前10時10分頃～
学芸員によるギャラリートーク
日時：23日（土）、３月９日（土）
各日 午後２時～
未就学児と親（父母または祖父母）
のためのギャラリートーク
日時：３月１日（金）午前10時20
分～ 11時頃
※ギャラリートークはいずれも要観
覧料
ゴロ画伯のエレキ紙芝居「金畑実先
生とワタシ」（仮題）
日時：24日（日）午前 11時～正午
（開場：10時30分）、会場：米子市
立図書館　研修室３・４、講師：ゴ
ロ画伯（松村宏さん）、定員：70人（先
着順）
※参加無料、事前申込は不要です。
■開館時間　午前10時～午後６時
■今月の休館日　毎週水曜日

企画展「石に刻まれた祈り２　館蔵
資料紹介―サイの神―」
主に米子市内のサイの神の資料を拓
本や写真で紹介します。
会期：～３月24日（日）
会場：第２展示室。観覧料：無料
企画展「明治150年　近代米子の
発展をたどる」
明治時代を迎えた米子の近代化の歴
史を資料や写真で紹介します。
会期：10日（日）～ 3月24日（日）
会場：第一展示室
観覧料：一般 300円（250）円
※（　）内は15人以上の団体
※ 70歳以上の方、大学生以下の方、

障がいのある方（介助者１人を含む）
は無料
講演会「武士の解体と明治維新」
講師：鳥取大学地域学部地域文化学
科　教授　 岸本覚さん
日時：23日（土）午後１時30分～
３時、会場：米子市立図書館
参加費：無料（定員130人）
※事前申込不要
■開館時間　午前９時30分～午後
６時（入館は午後５時30分まで）
■今月の休館日　毎週火曜日
※駐車場は、米子市役所駐車場をご利
用ください。駐車券を歴史館までお持ち
いただきますと２時間無料になります。

常設展　
米子市内の遺跡から発掘された出土
品を展示し、原始古代の米子の様子
を紹介しています。
体験コーナー
火起こし、弓矢、拓本体験（無料）、
勾
まが

玉作り体験（有料）ができます。
■観覧料　無料
■開館時間　午前９時30分～午後５時
■今月の休館日　毎週火曜日、13日

童謡をみんなでうたう会入会受付中

▼月曜コース　（参加費1,000円／
年度、体験 200円／１回）
４日（月）午前10時30分～

▼木曜コース　（参加費1,000円／
年度、体験 200円／１回）
28日（木）午前10時30分～

▼チャイルドコース（参加無料）
28日（木）午前11時30分～
■開館時間　午前9時～午後10時

■今月の休館日　毎週火曜日

ランチタイムレコード
今月のＬＰレコードは、『クロード・
チアリ　ギタームード』です。「夜
霧のしのび逢い」「君といつまでも」
など 12曲をお楽しみください。
12日（火）午後０時15分～１時、
入場無料、パンやコーヒーの販売も
あります。
スマートフォン教室
26日（火）午前10時～。受講料：
無料。定員８人。要申込。申込は中
海テレビ放送（☎０１２０－７２７
－８６８）まで。申込締切日：12
日（火）、応募多数の場合は抽選。
■開館時間　午前９時～午後10時
■今月の休館日　毎週水曜日

袋ものと雑貨展
期間：１日（金）～ 28日（木）
■入園料　大人200円、小・中学
生100円
■開園時間　午前９時30分～午後５時
■今月の休園日　第２・第４水曜日

ひなまつり
江戸時代のお雛

ひな

様から現代のお雛様
までコレクションの中から選りすぐ
りのお雛様のお目見えです。どうぞ
春色の装いをお楽しみください。　
会期：15日（金）～ 4月 8日（月）
※入場無料
■開館時間　午前９時～午後６時
■今月の休館日　12～14日、26日


