
現在人気のあるブランドのゆか

たなどを、前期と後期に分けて

展示します。藍と白で表される、

軽妙でおおらか、かつ洗練され

たゆかたは、わたしたちにとっ

ても実に魅力的です。そう感じ

るのは、いわゆるハレとケの服

の違いがなくなりつつあり、カ

ジ ュ ア ル 化 の す す む 現 代 の

ファッションへの意識と共通す

るものを、ゆかたに見出せるか

らかもしれません。

《白麻地石橋模様浴衣》　江戸時代　
18世紀後半〜19世紀前半　
東京都江戸東京博物館蔵 ［前期］

《紺木綿地破格子菊模様浴衣》
昭和時代　20世紀　東京家政大学蔵 ［前期］

豊原国周 《御贔屓高仰積樽》
江戸時代　慶応3年（1867）
個人蔵 ［通期］

vol.
Summer 201854

「グラントワニュース」  vol.54
平成 30 年 5月発行

発行:島根県芸術文化センター

ラックスした場にふさわしい、

楽しくおおらかな図案があらわ

されるようになります。同じ頃、

国内で木綿の生産が盛んになり、

それまで麻で作られていた庶民

の衣服が綿にとって替わり、ゆ

かたも綿を素材とするようにな

りました。やがて、ゆかたは夏

場の銭湯への往来や、花火見物

や盆踊りなど夏のイベント時に

も着られるようになり、江戸時

代後期には、夏の気楽な外出着

として定着していきました。

今でも、夏祭りや花火を観にゆ
かたで出かけると、楽しい気分
になりますね。ところで、展覧
会ではどんなゆかたが展示され
るのでしょうか。

この展覧会では、江戸時代か

ら昭和までのゆかたを、「型染」

「絞り」など染めの技法的な側面

から紹介します。加えてそれが

着られた情景を描いた浮世絵、

人間国宝や画家が手がけた作

品、竺
ちく

仙
せん

やミナペルホネンなど

も、2013 年に展覧 会「Kimono 

Beauty」を開催し、きものが身

分により異なる素材や柄で作ら

れ、それぞれに変化したことを

優れた品々によって跡づけまし

た。その形は江戸時代以降ほと

んど変化がないものの、色や柄

によって時代の流行を映し出し

今度はゆかたの展覧会なのです
ね。きものを紹介する展覧会は
各地で行われていますが、ゆか
たをとりあげる展覧会はめずら
しいような気がします。

きものの展覧会というのは、

さまざまな博物館、美術館で

開催されていますね。当館で

てきました。それはゆかたも同

様です。きものが絹や麻、綿な

どを素材とし染めや織り、刺しゅ

うなどで豪華に飾られたのに対

し、今回ご紹介するゆかたは、

基本は木綿を素材とし、藍の一

色染めで図案を表すもので、き

ものに比べれば簡素なつくりと

なっています。カジュアルな日

常着という性格から、これまで

に展覧会というかたちで紹介さ

れることは少なかったようです。

そもそも「ゆかた」とはなんで
しょうか。

ゆかたの歴史をひも解いてみ

ると、日本人の入浴スタイルの

変化とかかわりが深いことが分

かります。中世の上流社会では、

現在のサウナのような蒸し風呂

に、全裸ではなく衣服をまとっ

て入っており、そこで用いられ

た麻の単
ひとえ

のきものを湯
ゆ か た び ら

帷子と呼

びました。「湯」に入る際に着る

「帷子」、つまり裏地のないきも

のですね。「ゆかた」という言葉

はこの「ゆかたびら」からきて

います。湯につかる形式の風呂

が普及したのは江戸時代半ばの

ことで、この頃に「町風呂」が

庶民の憩いの場として普及しま

した。浴後の汗取りとして着ら

れたゆかたは、浴後に涼みなが

らくつろぐ部屋着ともなり、リ
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イベントカレンダー　2018 年 7月〜9月

●特集	 企画展「ゆかた	浴衣	YUKATA」
	 関連プログラムで夏を楽しもう！

●「グラントワのおすすめ」　
　		藤井フミヤ	アニバーサリーツアー、公演決定！

劇場事業紹介
KAAT神奈川芸術劇場プロデュース

	「不思議の国のアリス」

企画展紹介

	「	くつろぎ着にみるおおらかな美しさ」
お盆は休まず開館！
 グラントワ臨時開館日：8╱14（火）



8月21日（火）2018年

8月21日（火）2018年

開場18:10／開演18:30

8月22日（水）8月22日（水）
開場11:10／開演11:30

の国のアリス
不思議
の国のアリス
不思議

いわみ芸術劇場大ホール  舞台上

●大人3,500円［会員 3,200円］

●こども（4歳～高校生）

  1,500円［会員 1,300円］

●親子ペア券（大人
1枚・こども1枚） 

  4,500円［会員 4,000円］

入場料［全席自由・税
込］

3歳以下のご入場は

ご遠慮いただいて
おります。

撮影：宮川舞子

チケット
好評
発売中

いわみ芸術劇場大ホール
開場 18:00／開演 18:30

8月11日（土・祝）2018年

一般 500円［会員 400円］
※前売・当日同料金 ※未就学児無料

地元でおなじみの「INFINITY」「M・Y・Z」
「MAY HIP HOP SPECIAL DANCE UNIT」の

3チームにスペシャルゲストを迎えて、
めくるめくダンスステージをお届けします！

7月1日（日）
チケット発売

PROJECT 2018
IWAMI DANCE
いわみダンスプロジェクト2 0 1 8

入場料
［全席自由・税込］

入 場 料

いわみ芸術劇場小ホール 開場 13:00
開演 13:30

2018年7月8日（日）

益田

糸操り人形

伝統を守り古い形態を留めつつ、より洗練されていく
益田糸操り人形は、わが国で上演されている操り人形の中で
唯一無二と言われています。明治時代から脈 と々
受け継がれてきた熟練と伝統の技をご堪能ください。

島根県無形民俗文化財指定

寿三番叟／山本一流獅子の一曲 ほか演 目

※全席自由・税込

一般 500円［会員400円（前売・当日同料金）］
子ども（高校生以下） 無料

グラントワ定期公演 チケット
好評
発売中

いわみ芸術劇場大ホール
S席 7,500円［会員 7,100円］／高校生以下 4,000円
A席 5,000円［会員 4,700円］／高校生以下 2,500円
※全席指定・税込　※4歳以下のお子様のご入場はご遠慮願います。

日本を代表するバレエ・カンパニー東京バレエ団による「白鳥の湖」。
気品溢れる豊かな表現とオーケストラの生演奏が織り成す

優雅な世界観にご期待ください。

開場18:00／開演18:30

《
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　弾

文化庁委託事業
「平成30年度戦略的芸術文化推進事業」

東京バレエ団

白白鳥鳥のの湖湖Swan
Lake

月7 6日（金）
年2018

入
場
料

チケット
好評
発売中

■公演当日無料託児サービスがございます。ご希望の方は、公演1週間前までにお電話にてお申し込みください。TEL:0856-31-1860

フォーサイス・カンパニー（ド

イツ）の元メンバー・島地保武。

唯一無二のキャラクターでダン

ス・演劇界で活躍中の下司尚美。

新体操の元日本代表で、脅威の

身体性を基軸にさまざまな舞台

で活躍する引間文佳。そして「ア

リス」役には、300人を超えるオー

ディションの中から今年17歳に

なる新人女優まりあを抜擢。人

気、実力ともに日本のトップを

飾る魅力的なアーティストが「ア

リス」の世界に勢揃い。今まで

見たことのない「不思議の国の

アリス」にご期待ください。

グラントワでの新たな挑戦
この度、中庭改修工事に伴

うタイル張替にあたり、既存

のタイルを復元するプロジェ

クトに関わらせて頂きました。

納品数は約22万枚。話しを頂

いた時から何度もトライアン

ドエラーを繰り返し、完成ま

でに数多くの問題（焼きムラ

や寸法精度）が起こり関係者

にご迷惑もおかけしましたが

多くの方々のご協力を得て納

品することが出来ました。

弊社は創業212年石州瓦窯

元として新たな挑戦を行い瓦

タイル、瓦食器などを開発し

てきました。内藤先生（グラ

ントワの設計者）のお言葉に

もありますように「古いもの

と先端的な現在が出会うこと

によって新しい価値が生まれ

ていき100年後も同じ価値を

持ち続けていくことができる」

そんな“ものづくり”を心掛

けています。グラントワは数

多くのものづくりの技術の研

鑽とその技術者の魂が込めら

れています。

是非、その一端を感じ共有

していただけたら幸いです。

［亀谷窯業有限会社
代表取締役社長　亀谷典生］

特別展　
「THERIACA　
服のかたち／体のかたち」
2018年7月27日（金）
〜9月9日（日）
展示室C

ファッションの分野における次世代のクリエイターの育成を目的に

したワークショップ（7月28 〜 30日実施）の関連展示。講師の濱田

明日香が手掛けるファッションレーベルTHERIACA（テリアカ）によ

る「衣服と体のかたちの関係を問う」展覧会。身近な日用品や家具な

どの形を服に落とし込んだ、ユニークな服が並ぶ予定です。
［料金］一般300円、大学生200円、高校生以下無料

THERIACA 《Sofa（ソファー）》
2018年　Photo: Mizuki Kin

世界中を魅了してきたナンセ

ンスで、ユーモアあふれる冒険

のものがたり「不思議の国のア

リス」が、美しくて楽しくて、

ちょっと怖い…こどもとおとなの

ためのダンスになりました。

演出・振付・美術・出演には、

今世界で輝く日本人ダンサー、

森山開次。NHK「からだであそ

ぼ」への出演で子どもたちにも

人気です。テキストには劇団ロ

ロを主宰し20代ながら演劇界、

映像界から熱い注目を集める三

浦直之。衣装には日本を代表す

るコスチューム・アーティストひ

びのこづえ。音楽には舞台・映画・

テレビドラマ・CMで活躍中の

松本淳一が参加し全曲書き下ろ

し。豪華で強力なスタッフ陣が

集まりました。

出演者も国内外で高く評価さ

れるダンサー陣です。シルク・

ドゥ・ソレイユのメンバーとして

活躍した辻本知彦をはじめ、ザ・

THERIACA（テリアカ）
ファッションデザイナー、濱田明日香がベルリンを拠点に展開するレーベル。美しいカッティングとユニーク
なパターンに定評がある。　http://www.theriaca.org/

「不思議の国のアリス」
K   A   A   T  神 奈 川 芸 術 劇 場 プ ロ デ ュ ー ス

KAATキッズ・プログラム「不思議の国のアリス」2017年上演より　撮影：宮川舞子

「不思議の国」に変身した舞台上の席に座り、どっぷり
ひたりながら間近で観る特別な時間をぜひどうぞ。

森山開次（ダンサー・振付家）　©石塚定人

神奈川芸術劇場（KAAT）が毎年力を入れているキッズプログラムとは？
世界の文化都市横浜よりお贈りする、おとなもこどもも楽しめるキッズプログラ
ム！ 第一線で活躍するアーティスト・クリエイターとともに、真にクリエイティブ
で良質な作品をプロデュースしています。

森山開次　KAIJI MORIYAMA

2001年エディンバラフェスティバルにて「今年最も
才能あるダンサーの一人」と評される。07年ヴェネ
チアビエンナーレ招聘。受賞多数。NHK「からだで
あそぼ」をはじめ映画、テレビ、CMなど幅広く活躍。

不
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今年の夏休みの思い出は、グラントワで「不思議の国のアリス」に決まり。
昨年の横浜公演で話題となった「アリス」が、山陰で唯一グラントワに登場です。

マイクを通した声や音、BGMや効果音など音源
の出口となるのがスピーカーです。
一般的な劇場では、天井や壁に埋め込んだ固定
式スピーカーと、イベントに応じて増設する移動
式スピーカーがあります。グラントワでは固定式
のものが大ホールで約25台、小ホールでは約15
台、移動式のものは大小合わせて50台以上も用
意されています！

次回は「電動リフト」です。

【スピーカー】



・5つの扉になぞらえてテーマ分けされた展示エリアに、和歌山県立近代美術館が所蔵する絵画や彫刻、版画作品などの名品が並ぶという企画展示。とても楽しめました。（40代 男性／企画展「モダン・アートに出会う 5つの扉－和歌山県立近代美術館名品展」）
・とてもすばらしい建物にまず驚きました。本日、このような交流を設けて頂いて益田市の皆様に感謝。ステキな1日をどうもありがとうございました、子供たちにありがとう。（50代 女性／「グラントワ　ジュニア・コーラス　フェスティバル2018」）
・ご夫妻の本を読んで、その生き方にひかれたところに映画の上映を知り、とても楽しみにして来ました。自然と共生することは生易しい事ではないでしょうが、哲学を持って生き抜いている姿に勇気づけられます。（50代 女性／グラントワシアター「人生フルーツ」）

ダゴベルト・ペッヒェ 《ブローチ》
 1916年

コレクション展

小さな宇宙　根付
5月9日（水）～7月16日（月・祝）

コレクション展  夏の和装
6月6日（水）～7月22日（日）
※「The Collection わたしのおすすめ」参照

特別展  島根県立美術館コレクション

色あそびの世界 ―あかし
7月20日（金）～9月17日（月・祝）
※「美術館にきいてみよう」参照

特別展  島根県立美術館コレクション

色あそびの世界 ―くろし しろし
7月20日（金）～9月17日（月・祝）

コレクション展

□△○ ―まるさんかくしかく―
5月23日（水）～7月16日（月・祝）

特別展

THERIACA 服のかたち／体のかたち
7月27日（金）～9月9日（日）
※「PICK UP EVENT」参照

富春 《鮑に蟹》 1795年

橋本明治 《蓮を聴く》 1936年

FumiyaFujii藤井フミヤ

いわみ芸術劇場大ホール
開場17：45／開演18：30

※3歳以上入場可
　（ただし、チケットは必要です。）

入場料 ［全席指定・税込］

8,000円

10 52018 月年 日（金）

35th ANNIVERSARY TOUR 2018

“35 Years of Love” 

7月22日（日）
チケット発売

2018年9月にデビュー 35周年を迎える藤井フミヤ、
究極のアニバーサリーツアー。特別なステージをご堪能ください！

今井美樹

※3歳以上有料

2018年9月24日（月・休）
いわみ芸術劇場大ホール開場16:15

開演17:00

CONCERT TOUR 2018

前売 7,500円［全席指定・税込］
入  場  料

6月24日（日）
チケット発売

ゆかたで入館無料！「ゆかたWEEK」
企画展の会期中、ゆかたでご来場の方は美

術館の入館料が無料になる「ゆかたWEEK」

を設けます。展覧会ではゆかたなど全160点ほ

どを、前期と後期に分けて展示しますので、ゆ

かたWEEKもそれに合わせ、2回に分けて実

施することにしました。ぜひお

気に入りのゆかたを着て、遊び

に来てください。

夏イベント「ゆかた納涼祭」
どこか懐かしさが漂う縁日の

雰囲気が楽しめるお祭りです。

会場の中庭広場を提灯で彩り、

屋台の定番メニューを販売しま

す。子どもたちの大好きなヨー

ヨー釣りなどの遊びもあります。

夏の夜、夕涼みにいらしてくだ

さい。

ワークショップ「ゆかたを美しく着るコツを学ぼう」
今年の夏は、ゆかたでお出か

けしませんか？ ゆかたの着付け

教室を開催します。ちょっとし

たコツを学び、美しく着てみま

しょう。この日は、ゆかた着用で

美術館の入場も無料になります

（ゆかたWEEK）。合わせてお楽

しみください。

しまび×グラントワ 和装の魅力にしたしむ夏 「ふたつ見て、もらおう」
昨夏、好評だったタイアップ

企画を今年も実施します。和装

の美人画が展示される島根県立

美術館の企画展と当館のゆかた

展、両方をご覧になった方に素

敵なプレゼントを差し上げます。

各館の受付でスタンプカードの

配布、または押印します。

Q1，どのような内容の展示になるのですか？
島根県立美術館のコレクションのなかから、「あか」「くろ」「しろ」

の3色を用いた作品を展示し、それぞれの色のもつ魅力について紹

介します。当館の展示室の壁の色（展示室Aは赤、Bは黒）に合わ

せた展示で面白いですよ。

Q2，どんな作品が紹介されるのですか？
日本画・油彩・版画・工芸といった幅広い分野、様々な時代の作

品が並びます。版画では広重の浮世絵や長谷川潔の版画などを展示

します。古来日本人のもつ色の感性に注目し、その表現の広がりを

感じてもらえれば幸いです。

専門学芸員　川西由里

涼しげな座敷にスラリと立つ

女性は、歌手としても活躍し、

レコードも出した市丸という芸

者です。どうりで、粋なたたず

まいですね。蒸し暑い日本の夏

を快適に過ごすため、和装にお

いては着心地に加えて「見た目」

で涼をとる工夫もされています。

ここで着られているのは、隙間

のある織りで向こう側を透かし

て見せる「絽
ろ

」という絹織物を

用いた夏の着物です。今ではな

かなか着る機会のない上級者向

けの装いですが、いつかは市丸

姐さんをみならって、カジュア

ルなゆかたの魅力とは趣の異な

る、大人のおしゃれを楽しんで

みたいものです。

畳の縁、簾
すだれ

、庇
ひさし

などが作る幾

何学的な形状や、緑を基調とす

る植物や畳の色からもクールな

雰囲気が感じられる、夏におす

すめの一点です。

特別展「島根県立美術館コレクション　色あそびの世界」について、
担当学芸員の左近充直美さんにきいてみました。 小早川清

《旗亭涼宵》
1933年　絹本着色　当館蔵

河井寛次郎 《 紅 》
1921年頃　島根県立美術館蔵

「TRUE LOVE」「Another 
Orion」など、時代を代表する
名曲をリリースし、今なお第
一線でまばゆい輝きを放ち続
ける藤井フミヤのグラントワ
初公演が決定しました。

なんと今回のコンサートは、
デビュー 35周年の祝祭とい
うことで、ともに音楽人生を
歩んできた藤井尚之をゲスト
ミュージシャンに迎え、ソロ
はもちろん、チェッカーズや
F-BLOODの楽曲も盛り込んだ
究極のセットリストが実現す
る予定です!

人々の心をつかむ甘く切な
い歌声、マイクスタンドを巧
みに操るパフォーマンス、そ
して皆さんの思い出とともに
ある素晴らしい楽曲の数々を、
ぜひグラントワでお楽しみく
ださい。

公演は10月5日（金）、チケッ
トは7月22日（日）に発売し
ます。良い席はお早めにどうぞ。

藤井フミヤ
オフィシャルサイト
http://www.fumiyafujii.net/

藤井フミヤ
アニバーサリーツアー、
グラントワ公演決定！

特別展
「島根県立美術館
コレクション　
色あそびの世界」
7月20日（金）
〜9月17日（月・祝）
会場：展示室A・B

企画展の開催に合わせて、“ゆ
かた”にちなんだ関連プログラ
ムをご用意しました。今年の夏、
皆様に楽しんでいただきたい4
つのプログラムをご紹介します。

［日時］7月15日（日）13:00〜14:00
［会場］講義室
［講師］益田美容師組合
［定員］20名　参加無料／要申込
 ※ゆかたはご持参ください。

［申込］ 電話、ファクス、E-mailにて
お申込ください。

Tel:0856-31-1860 Fax:0856-31-1884
E-mail:zaidan@grandtoit.jp

［期間］7月14日（土）〜9月10日（月）
※当館でのスタンプカード配布・押印は7
月14日から9月3日まで。　※当館でのプ
レゼントのお渡しは9月3日まで。

島根県立美術館	企画展

	「水野美術館コレクション展
日本画の美」

［会期］7月20日（金）〜9月10日（月）

前期：7月14日（土）〜7月22日（日）
後期：8月11日（土・祝）〜8月19日（日）

［日時］8月12日（日）
 15:30〜20:00

［会場］中庭広場

藤井フミヤ　FUJII FUMIYA

1962年7月11日、福岡県生まれ。83年 チェッ
カーズとしてデビュー。93年以降、ソロ
アーティストとして活動。「TRUE LOVE」や

「Another Orion」等、ミリオンヒットを世に
送り出す。2018年、デビュー35周年を迎える。

企画展「ゆかた 浴衣 YUKATA」
関連プログラムで夏を楽しもう!



石見美術館
ミュージアム
パスポート

島根県芸術文化
センター
共通カード

特
典

●提携美術館※の観覧料割引
　※県内外25施設（2018年5月1日現在）
●グラントワ提携店での優待サービス
●「石見美術館ニューズレター」等のお届け
●更新後の有効期間を一カ月間延長!

いわみ芸術劇場
ホール友の会

グラントワホールおよび島根県民会館（松江市）での（公財）
しまね文化振興財団主催公演のチケットを会員割引料金
で先行予約・購入できます。

いわみ芸術劇場
ホール友の会

石見美術館
ミュージアムパスポート

新規入会特典▶グラントワシアター招待券を1枚進呈します。 新規入会特典▶グラントワシアター招待券を1枚進呈します。

900円
小中高生（税込）

1,800円
大学生（税込）

3,000円
一般（税込）

2,250円
小中高生（税込）

3,000円
大学生（税込）

4,000円
一般（税込）

2,000円
年会費（税込）

特 典 ●先行予約案内・毎月情報誌のお届け
●グラントワ提携店での優待サービス

石見美術館の企画展とコレクション展を何度でもご覧いただ
ける年間観覧券です。

石見美術館の「ミュージアムパスポート」といわみ芸術劇場の
「ホール友の会」の両方の特典を兼ね備えたお得なカードです。
※有効期限は購入月の1年後の月末です。

口座振替がお得です！
年会費から

500円引き
共通カード
一般 通常：4,000円

新規入会の方もOKです！！

初回のみ

3,500円
初回のみ

1,500円
初回のみ

2,500円

友の会
一般 通常：2,000円

パスポート
一般 通常：3,000円

初回
引き落とし
のみ

水の生きものや星座図鑑など親子で楽しめる本や、読むだけで涼しくなる
ような本など、コンアモールがおすすめする“夏に読みたい本”を特別に取
り揃えて期間限定で販売します。また、毎年、たくさんのお客様に好評を頂
いている“駄菓子フェア”も同時開催！ ぜひ、お越しください。

コンアモおすすめ
開催期間
7月1日（日）～9月3日（月）

夏に読みたい本特集
駄 菓 子 フ ェ ア 2 0 1 8

＆夏に読みたい本特集
駄 菓 子 フ ェ ア 2 0 1 8

＆

企画展「ゆかた 浴衣 YUKATA」
にちなんだ関連グッズを期間限
定で販売いたします。展覧会と
あわせてお楽しみください。

期間限定販売

Beer Garden!

※予約制となっております。 ※4名様より承ります。
※雨天の場合はビアホールに変更いたします。 ※当日のキャンセルは承りません。

※完売次第
　終了

［時間］18:00～21:00（21:30に閉店します）
［期間］6月1日（金）～8月31日（金）まで ［休み］イベント開催日・毎週火曜日

5,400円（税込）

4,600円（税込）

120分
飲み放題

シェフ
おまかせ料理

お一人様

ビアガーデン
オープン!!

お得な前売券販売中！

2018

■営業時間／11:00～22:00
　※イベントにより変更あり・夜は予約のみ
■店休日／毎月第2・第4火曜日
■TEL／0856-31-1873

http://www.restaurant-pony.com/

「グラントワ・ジュニア・コーラス
フェスティバル2018」開催

3月25日、「グラントワ・ジュ

ニア・コーラスフェスティバル

2018」を開催しました。合唱を

通じて子どもたちが交流を深め

ていくことを願って企画したも

ので、地元益田市の3つの小学

校の合唱部合同ユニット リトル

☆スターズとグラントワ・ユー

ス・コール、広島県からみよし

KIRIRI児童合唱団、山口県から

岩国市ジュニア合唱団、みすゞ

少年少女合唱団、お隣浜田市か

ら浜田少年少女合唱団、そして

ゲストに東京からむさし野ジュ

ニア合唱団「風」が出演し、総

勢約200人の子どもたちが集ま

りました。

童謡誕生100周年を記念し、

童謡をテーマにそれぞれ童謡を

発表し合い、フィナーレではこの

コンサートのために編曲された

童謡メドレーを出演者全員で歌

い上げました。また、本番前に行っ

た交流会では、子どもたち同士

でサイン交換をしたりと、合唱を

通じてたくさんの仲間ができた

思い出深い1日となりました。

編 集 後 記

■この号が発行される頃、今の

場所とは別のところにいる自分。

ついでに40歳になってます。一

体どんな一年になるのかなー。
［T.Y］

■夏を主体的に楽しみたいと

思っています。季節を感じるも

のは色々あるけれど、今年は、

浴衣と食で楽しみます。［S.S］

■最近読んだ本の主人公が偶然

にも私と同い年でした。上中下

巻と長編小説ですが、彼の人生

を読み進めたいと思います。広

い芝生の上に寝転がって読みた

いな。［Y.M］

■自宅で集中して作業をして

いると迷惑電話がかかってき

た。通話口にスピーカーを当て

Youtubeでお経の音声を流した

ら、しばらくして切れた。［I.T］

出演者全員による合同演奏

粘土を焼き固めて作った特注のタイルで出来て
います。ちなみに、水盤の中に使われているタイ
ルは一般的なタイルの製法で作られていますが、
水盤周囲のタイルは石州瓦と同じ材質の粘土を、
石州瓦と同じ約1,350度の超高温で焼き上げた敷
瓦と呼ばれるもので、とても丈夫なものです。

中庭広場のタイルは、どんな材料で出来ているの？

企画展関連プログラム
「グラントワ・マルシェ　5つの扉」
開催！

5月3日、「グラントワ・マル

シェ」を開催しました。企画展

にちなみ、“和歌山”と“フルーツ”

をテーマに、グルメ、映画、神

楽公演、スイーツ作り体験など、

グラントワ全館を使ったイベン

トをお客様にお楽しみいただき

ました。中庭広場ではこの日の

ために作られた“フルーツを使っ

た一品”を販売。また、梅を使っ

たシロップや梅干し、栗のジャ

ムなど、和歌山の特産品を扱っ

たコーナーも大好評でした。毎

年恒例となっている、グラントワ・

マルシェ。今年も多くのお客様

でにぎわいました。

■「邦楽」＆「合唱」
　キッズ参加者を募集します。

グラントワでは、日本の楽器

に興味がある子どもたちを対

象にした体験型ワークショップ

「キッズ邦楽塾」、合唱が好きな

中高生を対象にした合唱団「ネ

クスト・クワイア」の参加者を

募集します。それぞれの詳しい

内容や日程、応募方法などは今

年の夏頃、グラントワホームペー

ジ等にてお知らせします。

当日の様子

http://www.grandtoit.jp

島根県芸術文化センター「グラントワ」
〒698-0022　益田市有明町5 -15
TEL： 0856 -31-1860（代表）
FAX： 0856 -31-1884（代表）
e-mail: zaidan@grandtoit.jp

交通案内

◎石見交通バス「グラントワ前」下車徒歩1分
◎JR益田駅から徒歩15分
◎萩・石見空港からJR益田駅まで連絡バス約15分
◎浜田自動車道浜田ICから自動車約50分
◎JR新山口駅から益田駅まで特急約90分

■開館（利用）時間
※グラントワは8:45から開館

石見美術館　10:00～18:30
　　　　　　　（展示室への入場は閉館30分前まで）

いわみ芸術劇場　9:00～22:00

■休館日 （祝日の場合開館、翌平日休館）
※催しに合わせて休館日を変更する場合あり。

石見美術館　毎週火曜日／年末年始
いわみ芸術劇場　第2・第4火曜日／年末年始
※臨時開館日
　平成30年8月14日（火）は臨時開館します。

大ホール
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

小ホール
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

スタジオ1
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

多目的ギャラリー
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

中庭広場
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

 7／ 16（月） 13:30～ 第51回益田地区吹奏楽祭 兼
益田支部プレコンクール

 8／ 25（土） 16:30～ 益田市民吹奏楽団 第32回定期演奏会 益田市民吹奏楽団
090-9739-5920
島根県立益田高等学校（林）
0856-22-0044

第59回全日本吹奏楽コンクール
島根県大会（益田会場）

 9／ 13（木） 10:00～ 第57回島根県高等学校音楽コンクール 島根県立出雲高等学校
0853-21-0008
益田東高等学校（大曲）
0856-23-3435 9／ 23（日） 13:30～ 益田東高等学校吹奏楽部

第18回定期演奏会

（5月10日現在）

 7／ 4（水） 13:00～ 琴名流大正琴 琴海会の集い 琴名流大正琴琴海会
0856-25-1199
島根県農業農村整備推進協議会
0852-32-4141 7／ 12（木） 13:30～ ルーラル・ミーティング in しまね

 7／ 15（日） 9:30～ 音のパレット発表会 サウンドパレット
0856-23-7379 
INFINITY（上谷）
090-7508-4153

Dancing ∞ Harmony
～15年分のありがとうを込めて～

 8／ 12（日） 12:30～ ピアノ発表会 岩田ピアノセンター
0856-22-0388
益田市立益田中学校
0856-22-2390 9／ 3（月） 9:30～ 平成30年度 少年の主張益田市大会

（第66回益田市少年弁論大会）

 9／ 16（日） 9:30～ 岡崎 城世
0856-22-7832
（有）萬葉乃古衣（阿知波）
0855-23-3562 9／ 22（土） 13:30～ ライブでファッションショー

石見杯王座決定戦
山口、広島、石見のど自慢大会

WAWACINEMA
0467-91-4706 8／ 26（日）  こどもとおとなの演劇「小さな家」

 9／ 16（日） 9:30～15:00 お茶会（煎茶席） （財）三癸流賣茶流益田支部（吉山）
0856-22-5975

熊谷 貴子
0856-22-8931 7／ 29（日） 14:30～ くまがいピアノ教室

くまさんのリトミック教室発表会
田中 道枝
0856-23-6698

益田市文化協会（岡崎）
090-7136-5983

株式会社ミック
0856-22-6647  7／ 19（木）  Dyna‒MIC‒Fair 2018（展示会）　（注2）

益田市・町おこしの会（吉村）
0856-22-2558 9／ 2（日） 7:00～ 2018第7回益田INAKAライド

ごうぎん浪漫倶楽部事務局
0120-516-092 7／ 28（土） 10:00～ ごうぎん「年金セミナー」

島根県吹奏楽連盟益田支部
（横田中学校 松井）　0856-25-2001
島根県吹奏楽連盟益田支部
（中西中学校 田村）　0856-28-0510

8／ 4（土）
5（日）

9:00～17:00
（両日とも）

   9:00～ 平成30年度 益田高等学校学園祭　（注1）8／ 30（木）
31（金）

7／ 28（土）
29（日）

28日18:30～
29日13:30～

①11:00～
②15:00～

9:00～17:00
（最終日16:00まで）    第2回益田市フォトコンテスト9／ 21（金）

～23（日）

①10:00 ②13:30
③15:00（セミナー）
9:00～18:00（展示）

    ラウンドダンス講習会9／ 8（土）
9（日）

8日13:30～
9日 9:30～

注1　小ホールホワイエ、中庭広場（30日のみ11:00～14:00）でも同時開催。
注2　多目的ギャラリーでも同時開催。
※広告欄等に記載のある催し物については割愛しています。ご了承ください。
※ 詳細につきましては各主催者までお問い合わせください。
※情報は変更される場合があります。
※施設の利用を希望される方はお問い合せください。TEL:0856-31-1860

Grand Toit Event Calendar
2018.07—09
イベントカレンダー　7月～9月


