
小説「TATARA」感想コメント募集
小説「TATARA」をお読み頂いた皆様から広く「感想コメント」を募集
します。ご応募は本に添付のハガキやホームページ応募フォームで、
また必須事項をご記入頂ければ封書やファックスでも受け付けま
す。お感じになったことをあなたご自身の言葉に託して、ぜひとも気
軽なご応募をお待ちしています。ご応募に対する感謝の気持ちとし
て、ささやかな副賞もご用意させて頂きます。
●問い合わせ／TEL.0859-72-0249  FAX0859-72-1430
伯耆国たたら顕彰会  ホームページ：http://tatara21.com/
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美術館・ギャラリーカレンダー（保存版）
1月 2月

０８５９-３４-２４２４
毎週水曜日、年末年始（12/29～1/3）
１０：００～１８：００　

米子市美術館

丸京庵市民ギャラリー
０８５９-３１-０２８５
毎週火曜日
１０：００～１８：００　  入館料／無料  

０８５９-３５-３９１１　  なし
１０：００～１８：００（最終日１６：００まで）
入館料／無料

コミュニティプラザ百花堂

０８５９-３７-４０００　　第4月曜日（祝日は、その直後
の休日でない日）、年末年始（12月29日～1月3日） 
9:00～17:00（入場は16:30まで）

鳥取県立むきばんだ史跡公園
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０８５９-４４-２０００　  火曜日（祝祭日の場合は翌日）　  
９：３０～１７：００(入館受付は １６:３０まで)
※12/29～1/3の間は10:00～15:30
※12/31～1/1 休（12/28は臨時開館）

海とくらしの史料館

０８５９-４８-３０３０　  年中無休（４～１１月）
９：００～１７：００（４～１１月）
９：００～１６：３０（１２～３月）

とっとり花回廊

祐生出会いの館
０８５９-６６-４７５５ 　 毎週火曜日、12/29～1/4
９：００～１７：００

日南町美術館
０８５９-７７-１１１３　　
毎週月曜日・年末年始(12/30-1/4）　1/11
８：３０～１７：００（最終入館16：30）

島根県立美術館
０８５２-５５-４７００　  火曜日
１０：００～１８：３０
（展示室への入場は閉館時刻の30分前まで）

島根県立八雲立つ風土記の丘
０８５２-２３-２４８５
火曜日（祝日の場合翌日）、年末年始12/28～1/1
９：００～１７：００（入館は16:30まで）

モニュメントミュージアム 来待ストーン
０８５２-６６-９０５０　　毎週火曜日（祝日の場合翌日）、
12/29(水)～1/2(日)　※12/28(火)、1/3(月)より
通常営業　　9:00～17:00

※黒文字は有料施設、
　黄土色は無料施設
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小さな夢美術館
0859-31-1262　　月・火・水曜日（但し祝日は開館）☎ 休
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宍道湖グリーンパーク
0853-63-0787　  毎週火曜日（祝日の場合翌
平日休）      9:30～17:00　   無料
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０８５９-３４-２８８８　  毎月第２・第４火曜日
９：００～１７：００　  入館料／中学生以上２５０円
小学生以下無料

皆生温泉素鳳ふるさと館
☎
時

休
￥

￥

￥

自伝・記念誌・・・あなただけの一冊を！

鳥取県米子市富益町米川西８番  TEL.０８５９-２８-５５５１
FAX.０８５９-４８-２０５８  E-mail : imaibp@imaibp.co.jp

See! を支えて下さるスポンサー募集中！
広告枠66.7mm×23mm　隔月（奇数月）発行 5万部

12/23木(祝)～1/10月（祝）
ことばのミュージアム7

1/26水～31月 
谷川章 小品展

2/9水～14月 
第6回山陰新協美術会作品展

1/2日～20木
アジアのチビッコ画伯展  アジア協会・百花堂共催

2/1火～14月
百花堂 年賀状展

12/4土～1/10月（祝）
企画展 芸能ポスター展
板祐生が収集したポスターから
映画・演劇等の芸能関係の
ポスターを展示、紹介します。

1/22土～2/27日 館蔵コレクション展
民間・個人経営の珍しい美術館が、例年、正月に送る企画展。
草間弥生、藤田吉香、柿崎かずみ　など、著名画家の版画作品を展示。
●参加費用／1000円　茶菓つき

12/22水～2/14月 9:00～17:00  ミニ企画展「揖夜神社の宝物展」
日本書紀に載る古社の社宝や文書を一堂に展示。●参加費用／一般200円 大学生100円 高校生以下無料

11/10水～1/16日 9:00～16:30　年末年始12/28～1/4休館  
ガイダンス山代の郷ロビー展「八雲町の民俗祭祀 平原編」
松江市八雲町の民俗祭祀を紹介。●参加費用／無料　

■問い合わせ／NPO法人大山中海観光推進機構
　see!専用アドレス／see@daisenking.net
　〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎6-2-28
　TEL 0859-21-3266 FAX 0859-24-0682
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0854-23-7667
12/31、1/1
8:30～22:00

安来観光交流プラザ 2Fギャラリー 
☎
休

￥

宍道湖自然館ゴビウス
0853-63-7100　  毎週火曜日（祝日の場合翌
平日休）      9:30～17:00（最終入館16時30分）
大人500円、小中高校生200円、幼児無料

☎ 休
時
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12/4土～1/10月（祝）
押し花教室作品展
【ゆりの館ギャラリー】
とっとり花回廊の押し花教室の生徒さん
による押し花作品約20点の展示

12/15水～1/16日 9:30～17:00
 橋本興家版画展「新春雪景色」

10/24日～1/13木 9:30～17:00 
魚の絵コンテスト入賞作品展示
●参加費用／中庭ギャラリーは無料

ただし11/23は開館

1/2日～2/14月 八雲立つ．．．～美術に見る雲の表現～　
－島根県立美術館コレクションを中心に－  コレクションを中心に、
雲が表された古今東西の美術を展示します。
●料金／八雲立つ 一般500円 大学生300円  高校生以下無料
※コレクション展を含みます。（※前売券はありません。）
※会期中、一部展示替あり。（前期：1/2～1/24、後期：1/26～2/14）

1/14金～24月 
大山の四季写真コンテスト作品展

2/2水～7月　
野坂正昭 写真展

2/23水～28月 
米子を元気にしよう 
丸京庵市民ギャラリー
特別企画展

12/8水～1/10月（祝） 9：00～17：00 
第13回世界のストーンコレクション
●参加費用／一般300円、小中学生150円
石の博物館「来待ストーンミュージアム」所蔵の銘石、美石の数々を一堂に紹介する。
併せて、島根の石、日本の石、世界の石など石材として使われてきた銘石の数々を紹介。
期間限定ミュージアム収蔵の石のお蔵出しといえる必見の企画展。

（JR安来駅隣接）

※期間中、入館された方は
　石の絵付け体験が無料です。

チケットプレゼントあり！

チケットプレゼントあり！

入館料／大人４００円 小・中・高・障１００円 幼児無料

1/19水～2/13日 9:30～17:00橋本興家版画展「城の優美」【企画展示室】
所蔵する版画の中から季節、テーマにふさわしい作品を企画展示するものです。

2/9水～4/17日 9:30～17:00 雛人形・日本人形展【2階民具室】

2/16水～3/13日 9:30～17:00
橋本興家版画展「人物と静物」
【企画展示室】所蔵する版画の中から季節、
テーマにふさわしい作品を企画展示するものです。

1/30日 10:00～15:00  弥生のお菓子づくり　●申込期間／12/20（月）～1/21（金）
弥生のお菓子のレシピ・アイディアをもとに弥生時代をイメージさせるお菓子づくりにチャレンジします。
●参加費用／無料●定員／20名（応募者多数の場合は抽選）●対象／小学4年生から中学生まで

2/6日 10:00～15:00  むきばんだ弥生講座6「鉄器づくり」
弥生時代の鉄器づくりを体験してみませんか？ペーパーナイフを作ります。●定員／20名（応募者多数の場合は抽選）
●参加費用／無料●対象／一般（小学生以下は保護者同伴）●申込期間／1/10（月）～1/26（水）

1/23日 13:30～15:30むきばんだ考古学講座4　●申込期限／1/19（水）まで
「オトナのための考古学講座」で考古学研究の最前線の情報を分かりやすくお話します。●参加費用／無料
●演題／「東郷池周辺の弥生集落」●講師／岡野雅則●定員／80名（先着）●対象／中学生以上

2/27日 13:30～15:30  むきばんだ考古学講座5
●参加費用／無料●演題「高地性集落の様相と性格の違いを考える」
講師/森岡秀人（芦屋市教育委員会）●定員／80名（先着順）●募集締切／2/23（水）

1/29土 13:30～16:00 第21回新春かるたを楽しむ集い
百人一首、風土記の丘かるたを楽しみませんか。●定員／40名（要申込）
●参加費用／友の会会員200円、一般300円、高校生以下無料

2/12土 14:00～16:00
第449回風土記の丘教室
「中世の大橋川と中海南岸地域」
●参加費用／資料代200円
●講師／長谷川 博史氏（島根大学）
●事前申し込み不要。

2/9水～4/10日
企画展『旅館で受け継がれた雛人形』　
皆生温泉旅館で所蔵されている貴重な雛人形を一挙に公開

12/22水～2/6日 素鳳コレクション『祝い月、春を舞う』　
卯年は飛躍の年「舞う」をテーマに舞人形を展示します。

2/9水～4/10日 素鳳コレクション『桃月、雛まつり』　
春の訪れとともに、心躍る春の節句

12/15水～1/10月（祝） 企画展『彩りの時間に』　
スタジオ「イマージュ」ガラス工芸教室（後期） 
オリジナルのステンドグラス

1/12水～2/6日 
企画展『郷土玩具と染もの展』　
手しごとのぬくもりで祝う新年

1/22土～2/20日（毎週火曜日休館）、9:00～17:00鳥取市歴史博物館館蔵品展-祐生出会いの館・鳥取市歴史博物館交換展示-
鳥取市歴史博物館の館蔵品を展示・紹介。なお、同時期に鳥取市歴史博物館では祐生出会いの館の館蔵品を展示する展覧会を開催する。

入館料／一般300（240）円、高校大学生200（160）円、
中学生以下無料　※（　）は15名以上の団体

2/2水～27日（毎週火曜日休館）、9:00～17:00 年賀状版画コンクール応募作品展
当館が主催する第12回年賀状版画コンクールに対する応募作品を展示し、併せて来館者による一般審査を行う。
なお、コンクールの応募期限は1月24日（当日消印有効）。

０８５９-５６-６７９８　  年中無休（臨時休館あり）
１０:００～１８:００　  入館無料

白鳳の里どんぐり館・淀江ゆめ温泉

０８５９-５６-６８１７　  第2・4水曜日（祝祭日の
場合翌日）　  ９:３０～１7:００（１6：3０受付終了）

伯耆古代の丘公園
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時 時
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時

休
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【古代の丘公園】 1月　おり紙と書
　　　　　  2月　レカンフラワー 

【どんぐり館】   1月　新春書作展
　　　　　  2月　流木展 

12/25土～2/6日 
「児童画展」（日野郡児童画コンクール作品展/全国教育美術展(選抜展)
●参加費用／一般200円、高校生100円、中学生以下無料
毎年恒例の児童画展。日野郡内小学生たちの絵画コンクール（日野郡児童画コンクール）において、佐武賞、特選、準特選を受賞した
児童の作品約76点と、昨年度、全国教育美術展で特選を受賞した鳥取・島根・岡山・広島の幼保育園児、小中学生の作品95点を紹介。

1/2日～1/10月（祝）の期間、
和服でご来館の方は「八雲立つ」展の
当日券半額サービス。

2/25金～4/11月 2月（10:00～18:30）/3－4月（１０：００～日没後３０分）
山陰中央テレビ開局40周年記念 安野光雅の絵本展
島根県出身で、絵本、ポスター、エッセーなど
幅広い分野で活躍する安野光雅（１９２６年～）
の４０年以上におよぶ創作世界を紹介。
●料金／〔当日券〕一般1000円（前売券900円〈コレクション展とセット〉）大学生600円  小中高生300円

ペアで 5組の皆さんに、
「安野光雅の絵本展」
（2/25～4/11）の招待券をプレゼント！

ご希望の方はハガキでsee！への感想などを添え、編集部まで。
●締切＝2月10日（木）

島根県立美術館

◆ポスタープレゼント 各日先着２００名様
※安野光雅の絵本展観覧者対象
日時／2/26（土）、3/20（日） 各日10:00～

◆「先着50名様（期間計1,000名様）
　特製カレンダープレゼント」
島根県立美術館オリジナル
「宍道湖うさぎカレンダー」！
期間／1/2（日）～1/24（月）　　　　　　
※各日の「八雲立つ…展」観覧者
・先着50名様 （期間計1000名様）

1/14金～1/17月 9:30～17:00
来待石「石の絵付けコンテスト」
【体験工房】●見学無料／無料
世界のストーンコレクション期間中に入館
していただいた皆様に描いていただいた、
作品を展示。優秀賞には賞品があります。

2/13日・20日・27日の3日 9：00～17：00
第39回本物を作ろう教室●参加料／21,000円
本格的な来待石の製品を来待石灯ろう協同組合指導のもと
作ってみませんか。今回は手水鉢(菊形)、手水鉢（タレ付き鉄鉢）
のどちらかを選んで製作していただきます。一日で完成です。
●申込締め切り日は、2/7（月）まで

2/10木～3/21月（祝） 10:00～18:00　
平成22年度米子市美術館特別展　リサとガスパールシリーズ 日本語版刊行10周年記念
「リサとガスパール＆ペネロペ展」
パリに住むドイツ生まれの画家ゲオルグ・ハレンスレーベンとフランス人作家アン・グットマン夫妻によって
生み出された、「リサとガスパール」と「ペネロペ」が描かれた絵本の原画約150点を展観します。
山陰初の開催となるこの機会にぜひ、作品にあふれる優しく楽しい世界をお楽しみください。

●特別展料金／一般900(700）円、高校・大学生500 (400)円、小・中学生300(200)円
※（ ）内は15名以上の団体、前売、70歳以上の方、障がいのある方（付添いの方1名含む）の料金

1/23日 14:00～15:00  米子市美術館 第6回ミュージアムスクール
「学芸員レクチャー リサとガスパール＆ペネロペ展への招待」
 特別展「リサとガスパール＆ペネロペ展」事前レクチャーとして、画像を交えながら、
 見どころをご紹介いたします。【第5展示室】●参加無料

■「所蔵品展」も同時開催
　（佐武コレクション/足羽俊夫作品展）
　

【前期】 2/25金～3/1火
「県展やすぎ展覧会」洋画・デザイン・書の部
10:00～17:00（最終日は16:00まで）
●入場無料
※後期は写真・日本画・工芸の部 3/4（金）～3/8（火）

1/22土～2/20日 森ミヤコ押し絵展【ゆりの館ギャラリー】
ちりめん細工による押し絵や人形など約50点の展示

1/29土～2/6日パンジー・ビオラ展
パンジーとビオラの新品種や、オリジナル品種を含む合計150品種の展示

2/26（土）～3/27（日）
いわたさいこ植物画展

【ゆりの館ギャラリー】
地元の植物画家・いわたさいこさんの

ボタニカル̶アート作品の展示

ご希望の方はハガキでsee！
への感想などを添え、
編集部まで。
●締切＝1月31日（月）

ご希望の方はハガキでsee！への感想などを添え、編集部まで。
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米子市美術館 宍道湖自然館ゴビウスペアで 5組の皆さんに、
「リサとガスパール＆ペネロペ展」
（2/10～3/21）の招待券をプレゼント！

5名の皆さんに、
「2011オリジナル卓上カレンダー」をプレゼント！

『メリークリスマス ペネロペ』 
Gallimard Jeunesse  
©2004 Anne Gutman and 
Georg Hallensleben

《『ふしぎなえ』》
1968年　
安野光雅美術館蔵 
©空想工房 2010
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1/1土～1/24月　
2011年は元旦から開館、そして両施設で新春企画展示
来る年2011年は卯年。グリーンパークでは「鵜」と「鷺」にスポットをあててパネル等での展示。
ゴビウスでは水生生物の中からウサギにちなんだ生きものを展示。
干支水族館や家守・井守神社が登場します！

【ゴビウス・宍道湖グリーンパーク年末年始の開館情報】
年末休館日：12/28（火）～12/31（金）は休園館。
1月休館日：11、18、25日 ※1/1、4日は臨時開館。

12/18土～1/31月
ゴビウス・グリーンパーク特別展「汽水域としまねの海辺」
「汽水域としまねの海辺」をテーマにした特別展の開催です。ゴビウス会場は、
第20回特別展「命はぐくむ汽水域」としてキスイガメやライオンフィッシュなどを展示、
グリーンパーク会場は「島根半島のいろんな鳥・虫・漂着物」として、はく製や写真パネルで紹介します。
●開催場所／島根県立宍道湖自然館ゴビウス、宍道湖グリーンパーク●参加費用／ゴビウス入館料　大人500円、小中高校生200円

特別企画関連イベント：クイズラリー開催。
両会場にてクイズラリーを開催します。
クイズラリーにご参加いただいた方全員に
冬の特別企画オリジナル
「生きもの図鑑カード」をプレゼント！

●ゴビウスお正月プレゼント 
　元旦～3日の3日間
　「2011オリジナル卓上カレンダー」
　をプレゼント！

●宍道湖グリーンパークお正月プレゼント
　元旦～3日の3日間
　「特製手ぬぐい」をプレゼント 各日先
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