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●「一流人、登場」　岡崎耕ニ（東京都交響楽団首席トランペット奏者）
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「巨匠の名画、一堂に。
教科書に載っている、あの絵がやってくる！」

お盆も
休まず開館

《智感情》（重要文化財）　明治32（1899）年
※このたびの展覧会の出品作品は、すべて東京国立博物館・東京文化財研究所の所蔵作品です。

と、それから教育者として多く

の弟子を育てたことという二つ

の点で、まさに「巨匠」だった

といえるとおもいます。

展覧会のみどころは？
今回の展覧会では、もちろん

「湖畔」や「智・感・情」など、

ひろく親しまれている作品ばか

りでなく、多くの作品に接してご

覧になる方々ご自身がどのよう

黒田清輝が「巨匠」とよばれる
のは、なぜでしょうか？
今回の展覧会のサブタイトル

に、「近代日本洋画の巨匠」と

ありますね。その「巨匠」とい

う意味ですが、一般的にはある

芸術分野の大家ということで

しょう。黒田清輝の場合は、フ

ランス留学で学んだ洋画を、日

本にもたらして明治時代の日本

の美術界を大きく変革したこ

に感じていただけるのか、それ

が何より大切なことだとおもっ

ています。展示された作品のな

かには、小品であるけれども、

黒田という画家の繊細な感覚と、

色彩、光の表現など、今なお新

鮮な魅力にあふれた作品が数多

くあるので、一点でもけっこうで

すから、ご自身の好きな作品を

みつけていただけたらとおもっ

ています。また、今から数年前

のことですが、こちらの美術館

の館長をされていらっしゃる彫

刻家の澄川喜一先生が、黒田記

念室にいらしたときに、とくに黒

田のデッサンに感心されていま

した。その当時、澄川先生は東

京芸術大学の学長をされていら

したので、特に学生たちに見せ

たいとおっしゃっていました。

黒田の木炭によって描かれた

人体デッサンは、洋画の基礎を

勉強するうえで欠かせないもの

でしたが、人間のからだの形を

とらえながら、光があたって明

るい面、影になった面を柔らか

く見事に表現しています。そうし

たデッサンの魅力も、出品され

た多くのデッサンからご覧いた

だけたらとおもっています。

今回展示される作品が収蔵され
ている東京文化財研究所の「黒
田記念室」とは、どのようなと
ころですか？
「黒田記念室」とは、黒田記

念館の 2階の一室の名前です。

建物は、1927年に竣工しました。

当初から、黒田の遺言で寄贈さ

れた作品を展示するギャラリー

として一般公開してきました。

現在は創建当初の姿に復元して

います。外光を取り入れていた

天井や、梁の装飾など、当時の

美術館建築とはどのようなもの

だったのか知るうえで、とても

貴重な施設になっています。

黒田清輝の作品の魅力は、どん
なところにあると思いますか？
黒田清輝の芸術は、風景画で

も、肖像画でも、戸外のやわら

かな光を意識した明るい色彩の

表現にあるといえるのではない

でしょうか。それは、当時、つ

まり明治時代の日本人の画家た

ちが知らなかったものです。そ

して、たとえば庭の片隅の草花

でも、また編み物や読書など、

日常の生活の情景でも絵になる

のだということも、それまでの

日本人の画家たちには、おもい

もよらなかったことでした。現

在では、ごくあたりまえのよう

に、また簡単なようにおもわれ

る表現ですが、それを 1世紀以

上前から、とても自由な意識と

繊細な感覚で描きつづけること

ができたこと、そうしたことが

黒田の作品の一点、一点にある

魅力ではないでしょうか。黒田記念館



山陰初の「東京都交響楽団特別演奏会」をグラントワで開催。
ソリストに実力派若手ヴァイオリニスト佐藤俊介氏を迎え、世界レベルの
管弦楽の音色は聴衆に至福の時間をもたらします。お聴き逃しなく!!

平成21年度文化庁 「舞台芸術の魅力発見事業」　山口・島根2県連携プロジェクト

2009年9月5日（土）
いわみ芸術劇場 大ホール

出演者／指揮：小泉和裕
　　　　ヴァイオリン：佐藤俊介

開場／18:30　開演／ 19:00
全席指定 Ｓ席 5,000円（学生2,500円）
 Ａ席 3,000円（学生1,500円）
※未就学児入場不可　※託児サービスあり

チケット
好評発売中

ⓒ竹原伸治

ウェストサイド物語

WEST
SIDE
STORY
劇 団 四 季 ミ ュ ー ジ カ ル

これぞミュージカル
作品の最高傑作!! 
創造的なダンスと
素晴らしい音楽で、
溢れるような青春
の衝撃と悲劇的な
愛を描き切った傑
作を、どうぞお見逃
しなく!!

2009年8月21日（金）
いわみ芸術劇場 大ホール
入場料／S席8,000円  A席6,000円  B席3,000円
※3歳以上有料、3歳未満入場不可　※託児サービスあり 

チケット
好評発売中

撮影：荒井健（前回公演より）

開場／ 18:00
開演／ 18:30

ソリスト：佐藤俊介氏による「プレコンサート」

小泉和裕
ⓒ竹原伸治

佐藤俊介
ⓒGilles-Marie Zimmermann

8月22日（土）15:00～16:00　いわみ芸術劇場 大ホール
開場／14:30　出演／佐藤俊介（ヴァイオリン）　料金／無料
※ただし「東京都交響楽団 特別演奏会」チケット購入者に限る。　※当日は受付においてチケット提示にて入場可。

今年もグラントワの夏の夜を熱く演出する企画が満載!! 
初企画グラントワシアター中庭上映もお楽しみに！

いわみダンスプロジェクト2009
出演：M・Y・Z／ INFINITY／MAY HIP HOP SPECIAL DANCE UNIT 2009
ゲスト：坂口結香

8月8日（土）　開演19 :00　会場 中庭広場

ジュニア・コーラス・フェスタ in ますだ‘09
カノラ少年少女合唱団・みすゞ 少年少女合唱団を迎えて
出演：カノラ少年少女合唱団（長野県岡谷市）／みすゞ 少年少女合唱団（山口県長門市）／
　　　益田市ジュニア合唱団など　　　　　　　　※地元小中学校合唱部も参加します。

8月9日（日）　開演13:30　会場 大ホール

真夏の夜は神楽でナイトⅣ
出演：今福 優／末長 愛／堂本英里／道川神楽社中

8月13日（木）　開演19 :00　会場 中庭広場

グラントワシアターサマースペシャル
上映作品「パンダコパンダ」、「パンダコパンダ雨ふりサーカス」

8月14日（金）　開演19 :30（予定）　会場 中庭広場

4日間とも入場無料
2009.8.8 sat & 9sun & 13 thu & 14 fri

※中庭広場のイベントは雨天の場合、小ホールに変更します。

やマリアなどの名曲の作曲は、

かの有名なレナード・バーンス

タイン。著名な指揮者でもあっ

た彼の、ベルリンの壁崩壊後の

ベートーヴェン「第九」指揮は

印象的でした。

そして何と言っても、真夏は

中庭です。夜の大音量は、近隣

の迷惑も考えなければならない

のですが、地元の元気なグルー

プによるダンスや神楽をお楽し

みに。また、8月のグラントワシ

アターは、中庭での上映を予定

しています。このほか、ジュニア・

コーラス・フェス

タに、長野県岡谷

市の少年少女合唱

団が参加してくれ

ます。信濃の国の

子どもたちの歌声

を、ぜひお聞きく

ださい。

秋には、宝塚歌

劇雪組公演です。

今年は、四季に宝

塚公演と、我々いわみ芸術劇

場も頑張っています。雪組は、

中四国地域ではグラントワだ

けの公演。トップの水夏希さ

んたち男役5人で組むユニット

“AQUA5”も、いま人気です。彼

女たちスターさんの背負ってい

る羽を、「背負い羽」というのだ

そうです。重いもので20kgある

とのことで、草食系男子には無

理かも。でもこの人なら大丈夫。

10月には、今福優氏によるラヴェ

ルの「ボレロ」を、フランス人

振付家スーザン・バージ氏と協

働して、舞い叩きます。石見の

誇る今福氏が、伝説のダンサー、

ジョルジュ・ドンに迫ります。

さてグラントワには、ホール

友の会と美術館パスポート、そ

れに共通カード会員制度があり

ます。今年5年目を迎えるにあ

たり、一部の劇場公演入場料を

10%割引にいたしました。会員

でない方、この機会にどうぞご

入会を。［Y.A］

【親子室】
大ホール1階客席後部（舞台に向かって左側
の部屋）にある、ホールでの催し物を幼児と
一緒に鑑賞できる客席です。広さは畳4畳分
ぐらいで、二人掛けのソファーが3脚あります。
客席とは切り離されているので、お子様が

少々騒がれても外には洩れません。お母さんたちにも、他のお客様を気
にせず安心して鑑賞していただけます。クラシックコンサート等の生音を
聞くことはできませんが、音声は室内にあるスピーカーから聞こえます。

グラントワと子どもたち

今回益田市が小中学生石

見美術館入館無料化教育事

業を導入してくれました。

これを機に、子どもたちが

美術館を身近に感じてくれ

ることを願うものです。

さて、小学生は送り迎え

があれば芸術に触れる機会

はあるのですが、学業が多

忙となる中高生になると、

芸術に関わることは難しく

なります。そのため、中高

生が弦楽器に触れる機会を

増やすことを目的に、昨年

から「いわみ弦楽塾」を始

めました。また益田市と協

働して、翔陽高校邦楽部の

生徒さんへの指導者派遣を

しつつ、彼女たちに「邦楽

キッズ塾」の指導もお願い

しています。人間、教え教

わることで成長するもので

すから。

クラブ活動が学習の妨げ

になるとお考えの方、芸術

に触れることは「単に情操

教育になるだけではなく、

他の学業にも好影響を与え

る」という実績が英国で報

告されています。中高生が

芸術に接することで成績も

アップすることを、私は信

じています。
（いわみ芸術劇場館長　山﨑篤典）

「東京都交響楽団特別演奏会」の山陰初開催を9月5日（土）に控え、

東京都交響楽団メンバーによる金管五重奏を開催します。

日本屈指と噂される『都響』の金管楽器の音色を心ゆくまでお

楽しみください。地元益田市出身の首席奏者岡崎耕二氏も、もち

ろん出演されます。

皆さんは映画「レッドクリフ」

をご覧になりましたか。勇壮な

る音楽は、東京都交響楽団によ

る演奏でした。都響といえば、

トランペットのわれらが岡崎耕

二さんですね。9月の東京都交

響楽団演奏会には、無論彼も主

席トランペット奏者として参加

してくれます。またブラス塾参

加の子どもたちにとっても、メ

ンバーの何名かの方は、講師と

しておなじみです。今回のヴァ

イオリンソロは弱冠25歳の佐藤

俊介さん。今月の岡崎さん率い

る金管五重奏団コンサートに続

き、8月に佐藤さんのプレコン

サートも予定しています。そし

てそして、あの「レッドクリフ・

パート1」が、今月のグラント

ワシアターに登場です。映画の

迫力とともに、都響の演奏もお

楽しみください。

8月の劇団四季「ウェスト・

サイド・ストーリー」。あそこま

で足が上がれば、ウ
・

ェ
・

ス
・

ト
・

サ
・

イ
・

ズ
・

・ストーリーにならなくて

もすむのでしょう。歌唱力がな

いと歌いこなせないトゥナイト

いつでもどこでも音楽祭
東京都交響楽団特別演奏会
プレイベント

金管五重奏

［日時］ 7月5日（日）   11:00 ～、13:30 ～（2回公演）
［場所］ 美術館ロビー（予定）

［出演］東京都交響楽団メンバー（岡崎耕二・中山隆崇［トランペット］、
　　　  西條貴人［ホルン］、小田桐寅之［トロンボーン］、久保和憲［チューバ］）

鑑賞無料

　　©宝塚歌劇団　※写真はイメージです。

■公演当日無料託児サービスがございます。ご希望の方は公演日1週間前までにお申し込みください。TEL:0856-31-1860 （※「グラントワ夏イベント2009」は除く）
■共通会員カード様・ホール友の会会員様は上記有料公演のチケットを10%引きでご購入いただけます。（※グラントワシアターは前売・当日各200円引き）

　　撮影:中島仁寛（前回公演より）



宝塚歌劇
雪組公演

岡田三郎助 《黒き帯》

特別展  出雲藍板締めの世界
7月15日（水）～10月12日（月）　※「美術館にきいてみよう」参照 

コレクション展  カワイイ！
6月17日（水）～7月27日（月）
色 な々ジャンルから「カワイイ」作品をピックアップ！

コレクション展

ファッションを描く、ファッションを写す
9月9日（水）～10月26日（月）

『ジュルナル・ダム・エ・デ・モード』より
《mfn「黄色と白のチェック」》

出雲藍板締めの版木
 《島根県立古代出雲歴史博物館蔵》

特別展  金昌烈 水滴
7月29日（水）～9月23日（水）
韓国を代表するアーティスト、金昌烈の、水滴をテーマにした
作品を紹介します。

高津川水質日本一記念

特別展  描かれた清流
5月13日（水）～7月12日（日）

コレクション展

森鷗外、黒田清輝と明治・大正の美術
6月17日（水）～9月7日（月）　※「コレクションピックアップ」参照 

3年ぶりとなる宝塚歌劇益田公演決定! 
今回は歌唱力、演技力に定評のある雪組が、
豪華で情熱的な、夢の舞台をお届けします。

宝塚歌劇
雪組公演

2009年11月25日（水）
いわみ芸術劇場 大ホール

開演／1回目 13:30   2回目 18:00（開場は各30分前）
入場料／全席指定  S席7,000円 A席6,000円 

※託児サービスあり

開演 ①10:00～／②14:00～／③18:30～
　　　　　（開場は各30分前）

会場 いわみ芸術劇場　小ホール
入場料 一般：［前売］1,000円／［当日］1,200円
 子ども：500円 （3歳～小学生まで）

世界中で愛されてきた英雄伝「三国志」の“赤壁の戦い”を壮大
なスケールで描いたジョン・ウー監督の歴史アクション大作！
［出演］トニー・レオン、金城武、チャン・フォンイー

レッドクリフ PartⅠ
7月11日（土）

※託児サービスあり

8月の上映については、
第2面広告「グラントワ夏イベント2009」を

ご覧ください。

8月の上映については、
第2面広告「グラントワ夏イベント2009」を

ご覧ください。

あい いた じ

ⓒ宝塚歌劇団
主演:水夏希（みず なつき）　愛原実花（あいはら みか）

9月13日（日）
チケット発売

Q1，藍板締めとは何ですか？
布を藍で染める技法のひとつです。文様を彫った木の板に布を

はさみ込んだものを藍に浸して染めると、布に白と紺の文様がつ

きます。古くから行なわれている技法なのですが、現在ではほと

んど使われていないので幻の染色技術といわれています。

Q2，どんなものが展示されますか？
今回の展覧会では、江戸時代の頃、出雲で使われていた藍板締

めの道具を中心にご紹介します。「竹にトラ」や「波にウサギ」といっ

た動物をモチーフにした愛らしいものや、「打ち出の小づち」「松

に鶴」といったおめでたいものなど、多種多様な文様が見られま

す。シンプルで大胆なデザインは今の眼で見ても新鮮です。展覧

会場でお気に入りの文様を見つけてみてはいかがでしょうか。

黒田清輝は、津和野出身の

文豪、森鷗外と交友のあった画

家です。二人は、日本が近代化

を進めた明治という時代に、美

術教育や展覧会の組織などに関

わった同僚でした。そして偶然

にも、鷗外が留学のためドイツ

に渡った年と、黒田がフランス

に渡った年は、同じ明治17年

だったのです。

今回紹介する作品は、黒田

清輝がフランスで絵の修行を

していた頃の習作です。画面の

右下にサインがあり、そこにフ

ランス語で「我が友、藤島へ、

心からの想い出をこめて」とい

うメッセージが添えられていま

す。そう、この絵は画家の藤島

武二に贈られたものだったので

す。藤島もやはり鷗外とゆかり

のあった画家ですので、コレク

ション展「森鷗外、黒田清輝と

明治・大正の美術」に作品を展

示します。画家たちの友情に思

いを馳せながら絵を見ると、楽

しみがより深まりますよ。

《藍板締め竹に虎文様木綿布》
島根県立古代出雲歴史博物館蔵

「赤いベレー帽、黒蝶ネク
タイ、白い手袋」  これが益
田市立吉田小学校トランペッ
トクラブの衣装でした。あの
かっこいいトランペットを吹
きたい。あのベレー帽を被り
たい－これが私のトランペッ
ト（ラッパ）との出会いです。
10才でした！
中学高校時代はトランペッ
トにどっぷり浸かり「ラッパ
バカ」と言われていたほどで、
気が付くとラッパ以外何の取
り柄もない有様でした。
音楽大学進学後は、プロの
プレイヤーになるために厳し
い練習の毎日でした。何度も
壁にぶつかった事を思い出し
ます。その壁を乗り越えてこ
そ成長があるんですね。それ
はどの世界も同じです。
こんな私の得た知識、経験
を活かせる場所を「グラント
ワ」は作ってくれました。平
成18年のトランペット塾、3
回のキッズブラス塾を通して
トランペットのかっこよさ、
楽しさを伝えられたのではな
いかと思います。9月5日に
は東京都交響楽団の益田公演
があります。私的には大変楽
しみです。「都響が益田で、
益田の人が都響を」 と考える
と幸せな気持ちになります。

岡崎耕二　OKAZAKI KOJI

益田市出身。武蔵野音楽大学卒業。
10歳からトランペットを吹き始める。
現在東京都交響楽団首席奏者。ザ・トランペッ
トコンサートメンバー。

黒田清輝 
《裸体》

7月15日から開催される特別展「出雲藍
あい
板
いた
締
じ
めの世界」について、

担当学芸員椋木さんに聞きました。

「栗山文昭のいわみ合唱塾2009」参加者募集！
7月25日（土）・26日（日）、8月8日（土）・9日（日）
各日13:00～16:00
［会場］グラントワ大ホールほか
［合唱曲］かわせみ、これから一〇〇年
　　　　  （鈴木敏史 作詞／寺嶋陸也 作曲）

　　　　混声3部合唱とピアノのための近代日本名歌抄
　　　　  （信長貴富 編曲）

［募集対象］中学生以上の歌うことの好きな方（経験不問）
［参加料］一般 1,500円、中・高生 500円　※楽譜代別途 多目的ギャラリーにて

文化芸術を愛する
元気な町に

は、栗山氏から直接指導を受け

ようと、地元はもちろん全国か

ら毎年100名近くの方が集まり

ます。いわみ合唱塾が生まれた

のは、まだグラントワができる

以前。栗山氏の「地元益田に合

唱が根付くこと」という夢をも

とに立ち上がりました。「文化

芸術を愛する町はとても元気。

ヨーロッパなどでは小さな町で

も文化芸術に力を入れ、観光客

を集めている町がたくさんあ

る。益田も音楽愛好者だけでな

く、町の誰でもが関わり、文化

芸術を育てる町にしたい」とい

う思いを当館館長と語り合った

とのこと。そして5年、栗山氏

の思いはたくさんの方々の協

力、努力により、現実のものと

なってきています。これまでに、

全国的な合唱の祭典「コロフェ

今年3月14日「広島交響楽団

島根定期演奏会」で、グラント

ワ大ホールいっぱいに響き渡っ

た、公募による合唱団とプロ

オーケストラのハーモニーは、

一体感と圧倒的な美しさが感

動を呼びました。この合唱団の

元となったのが、今年で6年目

を迎える「栗山文昭のいわみ合

唱塾」です。栗山文昭氏は、

益田市出身で国内外から高い評

価を受けている日本合唱界の第

一人者です。いわみ合唱塾で

スタ」やグラントワ合唱祭の開

催など、たくさんの公演を重ね、

冒頭でご紹介した広島交響楽団

との共演では、約150名の参加

者が、4ヶ月にわたりフォーレ

作曲「レクイエム」に熱心に取

り組みプロとの共演を成し遂げ

ました。また、地元学校教諭の

合唱副指揮者への抜擢、プロの

ピアニストによる合唱伴奏講座

の開催等、未来のいわみの合唱

を支える若手指導者の育成にも

成果が出てきています。

今年の秋には、グラントワと

地元合唱関係者との協働によ

り、「グラントワ合唱団」が生

まれようとしています。「いわ

み合唱塾」が「学びの場」なら

ば「グラントワ合唱団」は「誰

でも集い歌う、楽しみの場」に

なる予定です。また、少子化の

影響で、高校生を含む子どもた

ちにとって課外芸術活動の場が

少なくなってきています。「グ

ラントワ合唱団」は、その受け

皿の役割となり、世代を超えて

歌を通し響き合える場になれる

のではないか、と考えています。

栗山氏の「文化芸術を愛する元

気な町に」という願いが叶うの

も近い将来かも知れません。

─グラントワ
　合唱団

岡崎耕二

　　大ホールにて

　　美術館ロビーにて



■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/

ビアガーデン
開催中!!

※完全予約制（前日まで受付）・4名様より ※キャンセル等は3日前までにご連絡ください
※会員割引対象外となります ※メニューが変更になる場合がございます 

［時間］18:00～21:00  ［期間］8月29日（土）まで
期間中の水・木・金・土のみ営業（団体のお客様の場合応相談）

フリードリンク
●生ビール（アサヒ スーパードライ）
●ハウスワイン〈赤/白〉 ●焼酎 ●カクテル ●ソフトドリンク

お料理一例
●本日のサラダ ●若鶏から揚げ ●スパイシーポテト
●パン ●枝豆 ●鮮魚のカルパッチョ
●本日のパスタプチデザート etc…

お一人様
（税込）

■営業時間
■店 休 日

／10：00～18：30
／毎週火曜日

■TEL：0856-31-1874

展覧会にあわせた
オリジナルグッズを
ご用意しました。
◎図録
◎絵はがき
◎絵はがきセット
◎一筆箋
◎クリアファイル
（すべて税込）

期間限定販
売

2009年7月18日～8月3
1日

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

4,000円（税込）
年会費

3,000円
一　般

1,800円
大学生

900円
小中高生

石見美術館のコレクション展と企画展を何時でも何度でもご覧
いただけるパスポート。年間3回以上美術館に足を運ばれるなら、
パスポートが絶対お得です。有効期間は購入日より1年間です。

2,000円（税込）
年会費

特
典

❶提携美術館の観覧料割引
❷グラントワ提携店での優待サービス
❸「石見美術館ニューズレター」等のお届け
❹更新時特典あり

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（財）島根県
文化振興財団主催事業のチケットが一般発売日に先駆けて会員
割引料金で先行予約ができるグラントワホール友の会。先行予約
の他にもチケットの割引購入、グラントワシアターのチケット購入
補助券プレゼントなどお得な特典をご用意しております。

特
典

❶ チケットの先行予約・割引購入
❷ グラントワ提携店での優待サービス
❸ 毎月情報誌・先行予約案内のお届け
❹ 新規入会時・更新時特典あり

NEW!

グラントワでは、
パソコンと携帯電話から
ご覧いただける
メールマガジンを
配信しています。
知って得する情報が
盛りだくさん!!

●公演情報や催し物案内（いわみ芸術劇場）
●展覧会や関連イベントのご案内（石見美術館）
●「ここだけ情報」と「BLOG PICK UP」は必見！
●携帯メールマガジンは毎週木曜日発行。
　タイムリーな情報を厳選してお届けします。

【パソコン】http://www.grandtoit.jp
（グラントワホームページ）

【携帯電話】
読み込みがうまくいかない方はこちら
http://mini.mag2.com/i/m/M0056459.html

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。
有効期限は購入日より1年間です。

（　　）

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

2,000円
100円
500円
400円
300円他

編 集 後 記

■夏の美術館は、避暑にはもっ

てこいの場所。ただし作品保存の

ため低めの温度にしていますの

で、はおるものも忘れずに！［K.Y］

■生まれて5ヶ月の子どもに早

くも絵本を広げる私。彼が絵本

を眺める姿に―あぁこうやって

想像の世界が広がるんだなぁ、

と感心することしきり。［K.Y］

■この春からグラントワに来ま

した。おいしいものいっぱいの

益田で毎日もりもり食べていた

ら、なんだか身体が成長してき

たような（横に）。［H.R］

■益田に来て1ヶ月経ちますが、

環境の変化について行くのが

やっとの毎日です。益田の街並

みを大好きなジョギングでゆっ

くり眺めたいものです。［W.Y］

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

http://www.grandtoit.jp

■開館（利用）時間
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）
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21年8月11日（火）は臨時開館します。

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・石見空港から連絡バスJR益田駅まで約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

Grand Toit Event Calendar
2009.07—09 イベントカレンダー　7月～9月　
大ホール
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

大ホール小ホール
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

8／　26（水）
～31（月）

9／　2（水）
～7（月）

9／　13（日）
14（月）

 7／ 19（日） 19:00～ 益田おやこ劇場
0856-23-5341

8／   1（土）
2（日）

8／   3（月）
～6（木）

9／ 18（金）
～20（日）   9:00～ 第3回　益田東高校美術部作品展 益田東高等学校（美術部寺井）

0856-23-3435

 9／ 5（土） 18:00～ いのちのリレー in キャンドルフェスタ 親子キャンドルフェスタ実行委員会
0856-25-1298（須山）

 7／ 5（日） 12:30～ 第7回藤益会チャリティ舞踊会 藤益会（藤間秀之）
0856-22-8483

 7／ 8（水） 13:15～ 吉田地区社明大会 吉田地区社会福祉協議会
0856-31-0627

 7／ 12（日） 14:00～ 島根県立益田高等学校
0856-22-0044

   未定 全日本吹奏楽コンクール島根県大会 島根県吹奏楽連盟益田支部
0856-28-0510

 9／ 5（土） 13:30～ 第55回あなたを生かす仏教講演会 益田市仏教会事務局（順念寺）
0856-22-2814

 9／ 27（日） 13:30～ 益田中学校吹奏楽部定期演奏会 益田中学校（青木）
0856-22-2390

 9／ 20（日） 14:00～
益田東高校（大曲）
0856-23-3435

 7／ 20（月） 16:30～ ふるさと歌まつり2009 ふるさと歌まつり実行委員会（事務局 江角）
0853-23-1531

 7／ 26（日） 10:00～ 音のパレット発表会 サウンド・パレット
0856-23-7379

 9／ 28（月） 19:00～ 後藤すみ子 箏 独奏会 熊谷雅楽映
0856-22-3345

 7／ 20（月） 19:00～ チームタパスコン（アール理容内 大庭）
0856-22-4379

 8／ 13（木） 13:00～ 今福　優
0856-56-0036

 8／ 22（土） 未定 とどらあぐるーぷ（城市）
0856-28-1058

   13:00～ プラットホーム
050-1097-7811

   13:00～ プラットホーム
050-1097-7811

    華道家元池坊石州支部花展　（注1） 華道家元池坊石州支部（支部長 青笹）
0855-23-3277

 8／ 5（水） 10:00～ 島根県人権啓発推進センター
0852-22-6008

 7／ 26（日） 13:30～ 第42回益田地区吹奏楽祭 益田中学校（青木）
0856-22-2390

 7／ 12（日） 9:30～ 陽気ぐらし講座 天理教南本郷分教会
0856-22-1320

 9／ 5（土）  親子キャンドルフェスタ実行委員会
0856-25-1298（須山）

いのちのリレー in キャンドルフェスタ
講演『いのち貴し、死も貴し』　映画『余命』
能章まつり　大村能章素人のど自慢
（予選会）顕彰会

    伊藤博子　水彩画展 伊藤　博子
048-776-6271

 7／ 3（金） 9:30～ 益田地区保護司会（事務局長 蔵本）
0856-22-3026

社会を明るくする運動
益田市推進委員会

 9／ 25（金） 10:30～ 平成21年度　少年の主張島根県大会 中西中学校（永田）
0856-28-0510

 9／ 22（火） 9:30～ 岡崎城世
090-4652-4768

中庭広場
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

益田東高校吹奏楽部
第9回定期演奏会

益田高等学校合唱部
第44回定期演奏会

平成21年度　人権・同和問題を
考える県民のつどい

13日10:00～17:00
14日10:00～16:00

注1　多目的ギャラリーでも同時開催。
※広告欄に記載のあるイベント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合せください。　※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、お問合せください。TEL 0856-31-1860

おやこ劇場　第150回例会
『マリカン・トリオ』
熱狂楽団タパスコン2009
海の日ライブ
〈ワークショップ〉
音・おと・オト…OTO
ワークショップ2009:
儀式化の特性を取り入れた振付構成
ワークショップ2009:
儀式化の特性を取り入れた振付構成

3日13:00～
4日以降 9:00～

講演14:00～
映画15:50～

太鼓打ち　今福優
書道展「心の風のままに」

（6月17日現在）

■夏休み宿題お助け
　クイズラリー
［日時］8月16日（日）・30日（日）
　　   14:00～
　「黒田さんて、どんな人？」「絵

にはどんなヒミツがあるの？」

クイズをしながら、楽しく絵を

見ましょう。自由研究のヒント

になるかもしれないよ！場所は

「黒田清輝展」の会場、無料で

参加できます。（ただし、観覧券が必要です）

■夏休みお絵かき塾
　「《湖畔》に挑戦！」
［日時］8月8日（土）  13:00～

■かえっこバザール
［日時］7月4日（土）  13:00～
［申込］0856-31-1860
「かえっこ」は使わなくなっ

たおもちゃを子どもたちが交換

するイベントです。この日はお

もちゃを忘れずにね！

■市内小中学生に「ミュージアム
　パスポート」発行！
益田市と島根県立石見美術館

との連携により、益田市内の小

中学校の在校生徒の皆さんに特

別鑑賞券（年間パスポート）が

配布されました。子どもの頃か

ら質の高い美術作品に気軽に接

することのできる、全国でも珍

しい試みです。学校帰りは美術

館へ行こう！

■ホール友の会
　会員様　割引10%に !

平成21年度にいわみ芸術劇

場が主催する主要な5つの公演

を10%（通常5%）の割引価格で

提供させていただきます。該当

する公演は次のとおり。

○8月21日（金） 劇団四季ミュー
　ジカル「ウェストサイド物語」
○9月5日（土） 東京都交響楽団 
　特別演奏会
○11月25日（水） 宝塚歌劇雪組
　公演
○12月12日（土） キエフバレエ
　「くるみ割り人形」
○2010年2月下旬予定 小椋佳
　コンサート

グラントワに入ってすぐ目

に入るのは水盤のある中

庭広場です。カウンターから別

の庭が見えることにお気づきで

したか？ミュージアムショップ

から見える庭！芝生の中に一本

の木が生えていて、コンクリを

見慣れた目に草木の緑が気持ち

いい。そこは意外にも小鳥たち

のオアシスなんですよ。　　　

　今日も二羽の小鳥が仲良くえ

さをついばんでいました。そっ

と覗いてみてください。運がよ

ければ小鳥たちに出逢えるかも。

駐車場の車の台数はどうやって数えるの？

駐車場の入口に車を検知するセンサーが2個地面の下に埋められてい
ます。1個めのセンサーが車を検知した後に、同時に2個めのセンサー
が検知すると、車が駐車場に1台入ったことになります。出る時もセ
ンサーが逆に設置されていて、駐車台数が数えられます。

※共通カード会員様も割引の対象となります。

※詳細は第 1面広告をご覧ください。

※「かえっこ」を運営する小中学生スタッフも
　 募集します。


