
小さな夢美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4/9土～5/29日「丹阿弥 丹波子 銅版画展」　6/11土～7/24日「小作青史　版画作品展」●料金／1000円（茶菓つき）

米
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施 　設 　 名

美術館・ギャラリーカレンダー（保存版）
5月 6月

０８５９-３４-２４２４
毎週水曜日（ただし安部展、市展は会期中無休）
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
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江
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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
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）・祝日
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～日没後30分
（展示室への入場は日没時刻まで）

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）、5/3(火)は開館
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）、
ただし4/27（水）～5/9（月）までは休まず開館　　
9:00～17:00

※黒文字は有料施設、
　黄土色は無料施設
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宍道湖グリーンパーク
0853-63-0787　FAX0853-63-0797
毎週火曜日（祝日の場合翌平日休）      
9:30～17:00　   無料

☎
休
時

時

☎
時

休

￥

￥
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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

4/30土～5/8日
丸京庵リニューアルオープン企画
手づくりアートサロン

5/18水～23月 
第11回天満屋写真教室作品展

6/3金～6月 キルトサークルすみよし・
かわさき・くずもパッチワーク作品展

6/22水～27月 
寺島節朗日本画展

6/15水～20月 
第六回 中海・白鳥の会写真展

5/5木（祝）～9月 NHK文化センター
水墨画教室展 永田A教室 他

5/19木～22日ガラス工房北里 
教室作品展 北里由利

6/1水～5日 ソフト粘土のお花
東原一恵　山根一恵

6/17金～21火 La Esperansa 
完山実和子Bag展示会

5/13金～16月 NHK文化センター
小説エッセイ教室「さるびあ」15周年展 松本薫

5/29日～30月
エレガンスオオタ ジュエリー

6/10金～11土
布っ子 三島

6/23木～27月小谷陽一 仏画展
6/30木 百花堂二十周年の会

4/29金（祝）～6/20月 法勝寺電車資料展
平成22年度に新たに鳥取県指定文化財に指定された法勝寺電車関係資料を
中心とした鉄道関係の資料を展示・紹介します。

開催中！！ 第12回 年賀状版画コンクール 入賞作品展示 独創性豊かな応募作品255点の中から入賞した作品を展示中！ この機会に力作をぜひご覧ください。

4/23土～6/19日 9:00～16:30 休館日：火曜日(5/3(火)は開館)  ガイダンス山代の郷ロビー展「ふるさとの民具～はかる道具～」
昔のレトロ感ただようものから、現代の身近な「はかる道具」を展示。●開催場所／ガイダンス山代の郷●入場無料

5/5木（祝）10:00～15:00 こどもまつり 
新名所“ハッピー開運スポット”のお披露目あり！ 「むきぱんだ」も登場。火起こし体験、
古代衣装体験、軽食コーナーなどイベント満載●入場無料（一部有料コーナーあり）

5/15日 13:00～15:00  風土記の丘史跡ウォーク
神魂神社の古い参道を歩きながら、浄音寺などゆかりの地を訪ねよう。
●参加費／200円●定員30名（要申込）

6/5日 9:30～12:00  粽（ちまき）づくり
笹の葉を巻いて、おいしいちまきを手作りしよう。
●参加費／200円●定員20名（要申込）
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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

￥

￥

5/12木～16月 
第2回今出茂徳・コズエ二人展

5/26木～30月　
透明水彩で描く水彩画作品展

6/8水～13月　
古布あそび

6/30木～7/11月　
ペシャワールの会現地報告写真展

6/5日・12日・19日 の3日間を予定 9:00～17:00  
第40回本物をつくろう教室【来待ストーン 体験工房】●参加費用／未定
本格的な来待石の製品を来待石灯ろう協同組合の職人指導のもと、作ってみませんか。
灯ろう、花器、水鉢などを制作していただきます。作品・料金は未定。

（JR安来駅隣接）

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

4/13水～5/8日【企画展示室】 
橋本興家版画展「旅の詩 春」
4/20水～5/29日 端午の節句人形展

5/19木～6/16木 第5回池田家墓所写真コンクール作品展示

5/11水～6/12日 橋本興家版画展「若葉の香り」
【企画展示室】橋本興家版画より「若葉の香り」をテーマにした作品を展示いたします。

6/15水～7/10日 橋本興家版画展「水模様」
【企画展示室】橋本興家版画より「水模様」をテーマに展示いたします。

4/13水～5/8日 企画展 弓浜絣展　
江戸時代より鳥取県西部・弓ヶ浜の地で受け継がれている伝統織物。

5/11水～6/12日 企画展 チャーチル会米子展
チャーチル会員が描くふるさとの風景

4/13水～6/12日 素鳳コレクション 若葉の頃、五色月（いついろづき）　～端午の節句を祝って～ 6/15水～8/7日 
素鳳コレクション 旅のおもかげ　
～版の世界～　版で型どる模様から風景まで

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

5/28土～7/10日 長谷川洋とスタジオディーンの仕事 
～鳥取県の民話アニメーションづくり～
　 

4/16土～5/22日 古伊万里絵皿文様展
　 入館料／一般500円・高校生300円・中学生以下は無料
古伊万里の大皿に描かれた様々な絵文様をの魅力や見方をご紹介します。
4/29金（祝）～5/8日 杉原大路新作陶芸展　
-炎-出逢い-夢-21世紀●入場無料　日南町大宮の陶芸家の個展

4/22金～5/30月 
追悼 赤塚不二夫展　～ギャグで駆け抜けた72年～
日本を代表する漫画家、故・赤塚不二夫氏（1935-2008）。『ギャグ漫画の王様』と呼ばれる氏の
作品や人生、各界との幅広い交友関係、私生活など、沢山の思い出深いエピソードを紹介すると
ともに、 『200枚を超える原画や未公開写真』 を一挙に公開します。 

6/10金～7/18月（祝）  ※6/28(火)休館日－作品約10点を展示替 
日本画の巨匠 生誕130年 松岡映丘展　～華麗なる近代やまと絵の世界～
大正から昭和初期にかけて活躍した近代日本画の巨匠 松岡映丘。源氏物語など日本古典文学をテーマに王
朝貴族、武者などを色鮮やかに描き、その優雅でロマンチックな作品は現代の私たちの心をも華やかに魅了
してやみません。本展では、その輝かしい画業を偲び、代表作約６０点や下絵、スケッチなどを一堂に展示します。

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、
日本画の巨匠 生誕130年 
松岡映丘展 
～華麗なる近代やまと絵の世界～
（6/10～7/18）の招待券をプレゼント！

大人ペア券５名様にプレゼント！

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＝5月31日（火）

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＝5月31日（火）

島根県立美術館
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＝5月16日（月）米子市美術館

5/5木（祝）～6/2木 10:00～18:00 平成23年度 米子市美術館特別展　
安部朱美創作人形展「昭和の家族」きずな
安部朱美（あべ あけみ/1950年生まれ/米子市在住）の人形は、家族の物語をつむぎ、大切にしてきた日本人の心
と姿を伝えています。日本人が貧しくてもこころ豊かだった昭和の時代。本展では、今、失われ始めた「家族の絆」
「友だちの絆」「地域の絆」など家族を取り巻く人々の四季の暮らしを140体余りの人形とジオラマで紹介します。

6/10金～18土 10:00～18:00 　
第51回 米子市美術展覧会（市展）
市民から公募した作品
（洋画・日本画・書道・写真・工芸・彫刻）を展示します。
●料金／無料●料金／一般・大学生800（600）円、中学・高校生500円＜当日券のみ＞、小学生以下無料

6/1水～7火 
10:00～17:00（最終日は16:00まで）
「安来日本画友の会」
日本画作品展示
●入場無料

6/25土～27月 
9:30～17:00（最終日は16:00まで）
「安来書道会」書道会展
●入場無料

7/8金～11月 10:00～17:00（最終日は16:00まで）
「第16回 安来板画会 作品展」
木版画同好グループによる版画の作品展
●入場無料

5/14土～29日藪野圭一水彩画展
【ゆりの館ギャラリー】水彩画で花の命を表現する絵画展

5/27金～31火米子洋らんの会 夏の洋らん展
【フラワードーム】レリアなどの原種を中心に約100鉢を展示

6/25土～7/10日
福美会ちぎり絵展
【ゆりの館ギャラリー】

4/16土～6/19日フランス宮廷画家 ルドゥーテ展
【北館ギャラリー】ルドゥーテの複製画の展示と販売

4/29金（祝）
～5/8日
大根島ぼたん展
【ゆりの館ギャラリー】

6/11土～19日ニューヨーク シャドウボックス展
【ゆりの館ギャラリー】立体絵画「シャドウボックス」の展示

松岡映丘 《宇治の宮の姫君たち》
〔屏風（六曲一双）右隻・部分〕 
大正元（1912）年 姫路市立美術館蔵

読者プレゼント

読者プレゼント

ペアで 5組の皆さんに、
平成23年度 米子市美術館特別展
安部朱美創作人形展
「昭和の家族」きずな 
（5/5～6/2）の招待券をプレゼント！

0854-23-2500
9:00～17:00（入場は16:30まで）
水曜日（祝日の場合は翌日）

☎
時
休

￥【和鋼博物館2階　第2展示室】和鋼博物館 4/24日～5/31火
平成23年春季特別展「出雲のたたらと火縄銃 ～鉄砲文化を支えた出雲のたたら製鉄～」

3/1火～5/31火 足立美術館（本館）
竹内栖鳳と京都の日本画̶幻の大作「雨霽」初公開̶

6/1水～8/31水 足立美術館（本館）
美人図鑑　日本画にみる華麗な女性像

4/1金～6/21火 足立美術館（新館） 足立美術館賞受賞の画家たち

今回の展示では、鉄砲文化とそれを支えた出雲のたたら製鉄にスポットを当てます。また、付随行事として、戦国武
者の気分が味わえる『手作り甲冑を着てみよう』と『ギャラリートーク（学芸員による展示解説）』を行います。

足立美術館賞受賞作のほか、宮廻正明氏ら院展同人の代表作など、当館の新しい顔である現代日本画コレクションを一堂に展示しています。

一般500円（20名以上の団体は1人400円） 
高校生400円（20名以上の団体は1人300円） 
中学生以下無料　
イベント参加は無料（ただし、入館料が必要）

０８５９-３９-８０００　   火曜日（祝祭日の場合は翌日）
12/1～2/末日は休館 ※展示替期間中は休館 
９：００～１７：００（入館は閉館30分前まで）

植田正治写真美術館
☎
休

休

時 ￥ 入館料／一般800円（700円）高校・大学生500円（400円）小学・中学生300円（200円）  ※（　）内は20名以上の団体料金です。

3/1火～6/5日 まなざしの交差　植田正治の「撮ること」「撮られること」
「まなざしの交差」と題した今回の展覧会のテーマは、「撮ること」と「撮られること」です。シリーズ〈童暦〉や〈小さい伝記〉
を中心に、戦前の演出写真や1980年代のファッション写真をあわせて展示し、「撮る」「撮られる」を強く意識した植田の
写真スタイルをご紹介しながら、「ひと」に向けられたヒューマンな「まなざし」を浮き彫りにします。

予告

足立美術館
0854-28-7111　  年中無休
4～9月/9:00～17:30 10～3月/9:00～17:00
大人2200円/大学生1700円/高校生900円/
小・中学生400円

☎ 休
時
￥

〔ただし5/3（火・祝）は開館、5/6（金）は休館〕

☎ 休 時0859-31-1262　  月火水曜（但し祝日は開館）　  11:00～17:00

「かあちゃんよんで」
2007年

「かあちゃんよんで」2007年

SEEを
持参の方は
100円引

■ギャラリートーク　5/3（火・祝）、15日（日） いずれも14:00～
■手作り甲冑を着てみよう　5/3（火・祝）、4日（水・祝）、5日（木・祝）、15日（日） いずれも9:00～16:00まで

【二階民具室】端午の節句を迎えるにあたって、市民から寄贈された人形のうち端午の節句に
ふさわしいものを展示します。素朴で、古いものばかりですが、楽しんでご覧ください。

【海とくらしの史料館中庭ギャラリー「しらかべ」】
平成23年1月に募集された同写真コンクール応募
作品の中から、入賞された作品を展示いたします。

©ゴッド・バード
米子に伝わる民話

「藤内狐」のイメージカット
作画／玉井　詞

テレビなどでおなじみのアニメ作品を多数作り続けてきたスタジオディーン30
数年の歴史と、制作されてきたアニメのフィギア、セル画、グッズなどの展示。今
回の民話アニメの制作工程や資料の展示。アニメづくりの体験コーナーやポス
ター展など、子供から大人まで楽しめる内容です。 入館料／一般500円、高校生300円、中学生以下は無料

来待石の彫刻体験・陶芸体験
●彫刻体験1000円～　陶芸体験1500円～
全国でも珍しい来待石の彫刻体験や来待
釉薬を使った陶芸体験が体験できます。
(団体のみ要予約)

4/29金（祝）～5/23月 再び登場！特別展と企画展の生きものたち
～10年間の特別展と企画展から～【宍道湖自然館ゴビウス】ゴビウスはこの4月21日に
開館10周年を迎えました。これを記念して生きものたちを展示し10年のあゆみを紹介します。

5/22日 10:00～12:00【宍道湖自然館ゴビウス】 　
ミジンコとカブトエビを観察しよう！
ミジンコとカブトエビの一風変わった体のつくり
やくらし方を観察して、その魅力を感じてみませんか？
●参加費／大人500円、小中高校生260円 ●定員／申し込み先着20名

6/26日 10:00～12:00【宍道湖自然館ゴビウス】 　
不思議がいっぱい！メダカを育ててみよう！
メダカの育て方について、じっくりとお話しします。
天気がよければ、屋外にメダカの観察にも出かけます。
●参加費／大人500円、小中高校生260円 
●定員／申し込み先着20名

5/15日 9:30～12:00田植えのころの生きものたち
水をはった田んぼにはどんな生きものがいるでしょう？
【宍道湖グリーンパーク】 　●参加費／100円 ●定員／20名

6/19日 10:00～12:00【宍道湖グリーンパーク】 　
田んぼの生きもの観察会
初夏の田んぼで生きものを探してみましょう。
●参加費／100円 ●定員／20名

〈児童福祉週間〉5/5（木）～5/11（水） 小中学生は入館
料無料です。ゴビウス、グリーンパークは、4/29（金）～
5/9（月）まで休まず開園館！（5/10（火）は休園館します）

4/29金（祝）～5/1日、5/3火（祝）～5水（祝）
ゴールデンウィークイベント【宍道湖自然館ゴビウス】
①挑戦！ゴビウス生きものクイズラリー
②ゴビウス写真撮影コーナー「カメラに向かって　ハイ、ゴビィ♪」

4/29金（祝）～5/1日、5/3火（祝）～5水（祝）
10:00～15:00、開催中入退場自由、参加無料【宍道湖グリーンパーク】
ゴールデンウィーク日替わり手あそび体験


