
Profile 祇園町の芸妓・真筝とミュージシャン、二つの顔を持つアーティスト。シン
ガーとして先頃ジャズのアルバムを発表。好きなデニッシュはくるみキャラメル。

Profile 19歳でモデルデビュー。パーソナリティー、ファッションプロデューサーもつと
める、大人の女性のカリスマ。通称「マエノリ」。好きなデニッシュはDoji フロマージュ。

梅小路にある蒸気機関車館では実際
にSLに乗って走ることが出来ます。の
りばに停車中の一場面。この館では機
関車の方向転換なども見ごたえがあり
ますし、見所満載の楽しい場所です。
機関車ってなんだか生き物みたいにそ
れぞれ個性があって好きです。今春の
展覧会も汽車がモチーフでした。

Profile 1978年生まれ。イラストレーター、絵本作
家、挿絵画家として活動する傍ら、京都の荒神口に
ある古本屋＆ギャラリー「Hedgehog Books & 
Gallery」を拠点に個展やブック制作などを行う。
http://www.junaida.com

リスナーが悩んでいたら、時には冗談めかして気分を変えてもらう方が私のスタイルかもしれません。落ち込みの理
由によって励まし方も色 で々す。やみくもに"がんばれ”エールは送りたくないので、しんみりソングはあまりかけませ
ん。パンキッシュにThe Vinesの「Get Free」で頭の中を空っぽにして心を解き放ってもらうのがベストかな！

落ち込んだメッセージを頂いたとき、まずは、なるべくリスナーの方との気持ちを近づけるようにします。そして、自分の
思いを押し付けることのないよう、できるだけ寄り添うことを第一に考えています。無名で売れない頃のことを歌った
Billy Joel 「Piano Man」、優しい光が差し込んでくるようなCarole King 「Way Over Yonder」がおすすめ。

GRAND MARBLE ENTA!
グランマーブルは、おいしさと感動を伝えるひとつの形として、エンタテイメントを応援しています。
音楽、舞台、ラジオ番組、そしてアート…etc.。伝統と創造の街・京都から、フレッシュな才能を発信していきます。

Art
Radio

Music

アートとクリエイションの集う「公園」、Gallery PARC

Sweet’n marble loversに、前田典子さん登場！

駆け抜ける「リトルガール」に注目 miwa

Sweet'n marble lovers α‐STATION FM KYOTO（89.4MHz）
●毎週木曜日  21：00～22：00  前田典子・MAKOTO

FM802（80.2MHz）
●毎週金曜日 13：20～13：40

clip your heart

グランマーブルが、若手アーティストを中心とした発表の場と
して、その活動をサポートするGallery PARC。好評のうちに
オープン1年を迎えました。京都のメインストリート三条通
で、さまざまな展覧会やイベントを開催しています。
「ゆったりした広さで、外光も採り入れられるため、絵画だけ
でなく大型の立体作品も展示できるので、様々なクリエイシ
ョンを手がけるアーティストにとって貴重な空間です。若い学
生の皆さんの作品から、京都造形芸術大学、京都嵯峨芸術
大学、成安造形大学、京都芸術センターなどへの協力によ
る展覧会も行っています。カフェで寛いだあとに構えずに見て
いただける“ものづくり系”の展覧会や、ライブも楽しんでい
ただきたいですね」と、ディレクターの正木裕介。
ギャラリーの名前のPARCは、フランス語で「公園」。いろい
ろな作品、刺激と発見と出会える、公園のような場所であり
たいと思っています。今後もご期待ください。
●Gallery PARC　会期中は11:00～19:00  月曜休
スケジュールはホームページで。
http://www.grandmarble.com/parc/

Sweet ’n marble loversに4月から登場の前田典子さん。
MAKOTOさんと大人のガールズトークが花咲きました。
前田　芸妓さんの世界って長い年月をかけて磨いてゆかれる美
の世界ですよね。モデルも、長年続けてゆくには、中身をギュッと
濃くしてゆかないと残って行けない世界です。
MAKOTO　ずっと美しさと輝きを失わない秘訣って？
前田　それは…「見て見てオーラ」を出すこと。子育てや家事で忙
しくても、たまにはヒールをはいて外出して、道行く人に「私を見
て！」と胸を張って歩いてみるんです。
MAKOTO　緊張感をキープすることですね。
前田　大人だからこその表現ってあると思います。この番組でも
母として、妻として、いろんなことを伝えたいです。

2010年のデビューから1年。149cmの小柄なルックスから放た
れるパワフルでエモーショナルな歌声で衝撃を与えた女性ア
ーティスト、miwa。期待のファーストアルバム「guitarissimo」
を4月に発表し、オリコン初登場１位を獲得。全国のファン待
望のライブツアーに出発しました。「ツアーでは、シングル曲だ
けでなく、アルバムの曲やカップリングの曲も一生懸命作って
いるので、ステージではそういう曲もしっかり届けたいと思いま
す」。高校生時代、自らライブハウスにブッキングして歌い始め
たmiwaにとって、ライブは自分の原点。「ツアーやフェスでは
バンド演奏していますが、今年は原点である弾き語りライブで
も全国を回れればと思います」。
6月にはシングル「441」も発表し、ノリに乗る今年。リスナーの
心にまっすぐ届く歌づくりは変わらない。「歌のインスピレーシ
ョンは、日常生活から得ることが多いですね。いい歌を作るた

めに大切にしていることは色 あ々りますが、自分に正直である
事がいちばん」。リトルガールの大きな羽ばたきに、注目。

©junaida

まるで、
生き物みたいな
蒸気機関車

KYOTO 
by junaida

山添まり
Profile 東京出身、ウエストコー
ストからロンドンパンク、ブリッ
トポップまで幅広い選曲で人
気。好きなデニッシュはりんごと
くるみのプリンデニッシュ。

フジイフシキノによる「モスリンの服」展(4/29～5/15)。ウールを平織りした布、モスリ
ンをテキスタイル作家・藤井良子が手染めし、服飾作家・伏木野芳が洋服に仕立て
た作品。 展示された生地とカタチを選び、自分だけの一着をつくってもらうことも。

2011年の5月に開催されたGRAND MARBLE presents Free Live [contact]
（主催:株式会社グランマーブル） 。中野公揮 (piano)+笹森壮大 (cello)+橋本翔太
(guitar) のトリオがギャラリー空間でライブ。

※展覧会の内容・日時は予告なく変更する場合がございます。

7/6～7/24
成安造形大学主催による幅広いジャンルからの学生によるグループ展。

7/26～8/7
「瓜生祐子展」（ペインティング）
夏休みに京都芸術センターで開催される「お菓子」がテーマの「Sweet 
memory-おとぎ話の王子でも」展の関連展覧会。

8/9～8/21
京都造形芸術大学大学院生7名によるグループ展。

8/23～9/4
京都造形芸術大学主催によるプロダクトデザインのグループ展。

秋には京都市など主催の「KYOTO EXPERIMENT」の関連企画写真展
や、 2011年にPARCがプッシュする美術家・國谷隆志によるネオン管を用
いた大型のインスタレーション展示、文化庁などの主催により全国を巡回す
る「メディア芸術祭」京都展の関連展覧会として、一般公募によるメディア
アート作品展示や、昨年に好評を得た美術家・ヤマガミユキヒロの新作によ
る展覧会を今年も開催するなど、今後も様々な展覧会に取り組みます。

Gallery PARCでこれまでに開催された展覧会とイベント

Gallery PARC今後のスケジュール

MAKOTO 前田典子

ジャズナンバー11曲を収 録した
MAKOTOのニューアルバムがリリースさ
れました。付属ブックレットには、歌詞へ
の思い入れを綴ったテキストやポートレイ
トが満載。MAKOTOの音楽への思いを
感じながら聴いてみたい一枚です。ライ
ブ情報はhttp://www.jazzbar96.com
「Makoto Sings Jazz」3000円（税込）
CHIMA LABEL 
問い合わせ先：大阪Jazz&bar96 tel.06-6341-0096

MAKOTOのニューアルバム
「Makoto Sings Jazz」が発売！

グランマーブルがお届けしているラジオ番組。今回はパーソナリティーに、「はげましの音楽とメッセージ」について聞いてみました。

FM COCOLO（76.5MHｚ）
●毎週月曜日～木曜日 15:00～15:10

Blooming heart MEME
Prof i le 神戸出身。ヨガ、ス
キー、音楽と幅広いトピックス、
そして妻、母としてのリアルトー
クが人気のパーソナリティー。
好きなデニッシュは京都三色。

Profile MISAKI（1991年大阪生まれ）
とSTEPHANIE（1989年東京生まれ）
のガールズヴォーカルユニット。
http://www.love-ldh.jp

ニューアルバム
「つながるキモチ」
AICL-2246
2500円(税込)

2010
7/6～7/30
「GRAND MARBLE presents アートでおもてなし」
陶器・漆・絵画作品によるグループ展。

8/2～8/31
「顔魂 KAODAMA in KYOTO MACHINAKA SQUARE TATUYA ISHII」
石井竜也によるオリジナルの立体造形「顔魂」。（主催：Leaf）

10/1～10/24
「メイド・イン・ニッポン─染織［モスリン］の森」（染織）

10/28～11/23
「GOLD SEES BLUE_KYOTO」田中和人展
京都市などの主催による舞台芸術祭「KYOTO EXPERIMENT」の関連
企画。写真家・田中和人の展覧会。トークイベントなども開催。（主催：
KYOTO EXPERIMENT）

12/1～12/26
PARC_ Creator Support Project#01　
「Sampling Your Memory
ヤマガミユキヒロ展」（インスタレーション）

2011
1/11～1/23
「GUTIC STUDY@Gallery PARC Toshiaki YAMAOKA Exhibition」
（インスタレーション）

1/26～2/13
PARC_美術・芸術大学サポートプログラム 「Un autreamour - もうひと
つのアムール 楠本孝美×但馬摩衣子」（版画）（主催：成安造形大学）

2/19～3/4
PARC_美術・芸術大学サポートプログラム 
「LIVE ART」
長唄三味線や DJ、ポップスにあわせ、観客を
前にライブで絵を描くライブペインティングイ
ベント。（主催：京都造形芸術大学）

3/12～3/27
PARC_美術・芸術大学サポートプログラム 
「京都嵯峨芸術大学の陶芸」展
伝統工芸やクラフト、現代美術表現、7名によ
る陶芸作品展。（主催：京都嵯峨芸術大学）

切ない女の子の気持ちを歌って人気急上昇のガールズヴォーカルユニッ
ト、Love。声の質も性格もまったく違う２人。「個性を出しながら歌うから、
２人の世界が生まれると思う」（STEPHANIE）。「その違いが上手く行く
秘訣。笑いのツボも、好きな食べ物も一緒だけど、好きな男の子のタイプだ
けが違う…（笑）というのも、仲良しでいられる理由かも」（MISAKI）。「歌
で、友達や家族への愛を伝えたい」（STEPHANIE）。

ガールズユニットで魅せる、
パワフルステージ
Love

二十歳のリアルヴォーカルの
ピュアな歌声 菅原紗由理

Profile １９９０年生まれ。２００９年４月、ミニアルバム「キミに贈る歌」でメジャーデ
ビュー。http://sugawarasayuri.jp/

3rd mini album
「Forever...」
初回生産限定盤
FLCF-4391 
2000円（税込）
通常盤 FLCF-4392 
1500円（税込）
（2011年7月20日発売）

少女と大人の間で揺れ動く心を繊細に表現した20歳のリアル・ヴォーカ
ル、菅原紗由理。高校へはバスケットのスポーツ推薦で入学したというスポ
ーティーな一面も。「ライブでは、きっぱりとしたトークが歌とギャップがある
といわれるけれど、どちらも自分の等身大」。目標は、聴いてくれる方の心に
少しでも届けられるような歌を歌うこと。
「歌を一生歌ってゆくという決意を胸に、ジャンルを問わないで沢山の音楽
を聴き、吸収する日々 です」。

Profile 1990年、葉山生まれ。高
校時代にオリジナル曲の弾き語
りでライブ活動をスタート。2010
年デビュー。第25回 ゴールドディ
スク大賞　ザ・ベスト５ニュー・ア
ーティスト受賞。ラジオ「miwaの
オールナイトニッポン」に出演中。
http://www.miwa-web.com/

プレゼントあり！ P6参照

「モスリンの服」展

3/29～4/10
武田梨沙「neither truth nor fiction」
（テキスタイル）

4/15～4/24 
「parts – 芝本繭子個展」（ペインティング）

4/29～5/15
「モスリンの服」 fujii+fushikino［フジイフシキノ］（テキスタイル＆服飾）

TOPICS!

5月に京都の新風館でミニライブを披露。透き通った歌声と自然体のトークで会場
を一つにしました。

ニューシングル
「441」
SRCL-7667
1223円 (税込 )

( 4 ) 2011 AUTUMN/WINTER  ( 5 )
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