
のための絵）を制作しました。

特に坪田譲治とコンビを組み、

その児童文学に挿絵を描いてい

ることが知られています。戦後

の教科書にもよく挿絵がみられ

ます。ですので、絵を見ると、

どこかでみたような懐かしさが

あるのではないかと思います。

画家としては独立美術協会に所

属し、生涯同会に出品しました。

今回の展覧会のタイトルは、中
尾彰－津和野・東京・蓼科－展
となっています。この津和野・東
京・蓼科とはどういう意味でしょ
うか？
それぞれ縁のある土地を結び

ました。津和野に生まれ、東京

（練馬区）に住み、蓼
たて

科
しな

（長野県

茅野市）にアトリエ兼別荘を

今回は中
なか

尾
お

彰
しょう

の展覧会というこ
とですが、中尾彰とはどんな人
物だったのでしょうか。
中尾彰は、明治 37 年津和野

町に生まれました。画家であり、

詩人、絵本作家という側面も

もった人です。また、戦前から、

子供のための美術を提唱し、自

ら多くの童画（大人が描く子供

vol.
Spring 200917

●特集　「室町文化フェスティバル at グラントワ　
　　　　  五感で楽しむ室町」

●「一流人、登場」　神崎宣武（民俗学者）
イベントカレンダー　2009年 4月～7月

もっていました。この展覧会は

その縁の地にある石見美術館、

練馬区立美術館、茅野市美術館

の 3館のコレクションを中心に

開催されます。

これまでも中尾彰の展覧会が行
われたと思いますが、今回の展
覧会と過去の展覧会はどう違う
のでしょうか。
縁のある 3館のコレクション

が一堂に集まるのははじめてで

す。遺族からも作品を拝借して

いますので、中尾彰の全貌に迫

ることのできる内容になってい

ます。過去の展覧会はどちらか

というと童画の制作につながる

作品を中心にしていましたが、

今回は、画家としての業績を振

り返ることを中心に作品を選ん

でいます。特に戦前の作品はこ

れまであまり知られていません

でしたので、あらたな中尾彰

を発見することができるでしょ

う。もちろん懐かしい絵本の挿

絵なども展示します。

中尾さんの絵のみどころは？
まずは「青の時代」といって

もいいような初期の青く重厚な

雰囲気の作品で、このころには

後の童画的な世界はありませ

ん。若き中尾の画家としての意

気込みが感じられます。しかし

徐々にその作風に変化が出てい

きます。画面が明るい色彩へ変

化し、もののかたちは単純化さ

れ、全体にやわらかな雰囲気あ

る作品を描き出します。戦中、

長野県の蓼科に疎開した頃か

劇場事業紹介

「春爛漫  ラインナップが花開く」

「グラントワニュース」  vol.17
平成21年4月発行

発行:島根県芸術文化センター

企画展紹介

「心やすまる風景にふれる」

ら、そのやわらかな雰囲気が高

原の爽やかさや農村の牧歌的で

のどかな雰囲気と結びつき、童

画の世界へ近づいていきます。

特に「中尾グリーン」とも言え

る新緑のような明るい黄緑色が

でてくると、その後そのグリー

ンが中尾作品の代名詞のように

繰り返し登場して作品を印象づ

けていきます。そうした作風の

変遷を時代を追って見ることが

できるのが醍醐味です。

絵本などもあるのですか？
中尾彰自身が文章と絵の両方

を手がけた本があります。『あ

かいてぶくろ』や『うちのふく

ろう』などのように子供向けの

ものもありますが、『美しき津

和野』のように大人のために作

られた絵本もあります。今回は

展示会場内に、自由に絵本が読

めるコーナーを作ります。ご家

族で絵も本も両方楽しんでいた

だければと思っています。

最後にお客さまへのメッセージを。
中尾さんの絵は、懐かしさに

あふれ、見る人の気持ちを優し

くしてくれます。期間中は小中

学生が観覧無料になる「子ども

WEEK！（4/29‒5/11）」などもあり

ますし、是非ご家族で一緒に見

に来てもらえればと思います。

展覧会担当の真住学芸グループ課長にききました。
《山湖》　1958年　第21回独立展　島根県立美術館

心やすまる
風景にふれる

《残塁（旧満州）》　1931年　島根県立美術館

GWも
休まず開館

ゴールデンウィーク



チケット
完売！

ゴスペラーズ
坂ツアー2009
15周年漂流記 春夏

3年半ぶりとなる待望のグラントワ公演決定!!デビューから
15周年目を迎えた日本屈指の本格派男性ヴォーカル・グ
ループ、ゴスペラーズの珠玉のハーモニーがグラントワに
響きわたる。

2009年5月16日（土）
3月1日（日）
チケット発売

いわみ芸術劇場 大ホール
開場／16:45　開演／17:30
指定席・立見ともに6,000円（税込）

入場料／全席指定　6,800円
開場・開演時刻／開場 17:30　開演 18:00

第2回 室町文化フェスティバル

島根県無形文化財
益田糸あやつり人形定期公演

2009年5月4日（月）
いわみ芸術劇場 小ホール
日本で唯一、古くからの形態を留めている
益田糸あやつり人形をご堪能ください。
出演：益田糸あやつり人形保持者会

島根邦楽集団演奏会
2009年5月5日（火）  14:00～（予定）
いわみ芸術劇場 大ホール
雅な和の音（ね）が五月の空を吹き抜けます。
出演：島根邦楽集団（代表：熊谷雅楽映）、
　　　益田翔陽高等学校邦楽部、キッズ邦楽塾

神州太鼓演奏会
2009年5月5日（火）  11:00～、13:00～ 2回公演
グラントワ中庭広場
力強い打音の中にも女性ならではの繊細な表現。益田初公演！
出演：MIOの会

入 場 無 料

劇 団 四 季

撮影：荒井健

ブロードウェイ開幕から半世紀。永遠に輝き続け
る青春の神話『ウェストサイド物語』 を劇団四季
バージョンでお届けします。完璧な振付け、完璧な
音楽。これぞ劇団四季ミュージカルの原点です!!

ウェストサイド
 物語

6月20日（土）
チケット発売

2009年8月21日（金）
いわみ芸術劇場 大ホール

開場／18:00　開演／18:30
入場料／S席8,000円  A席6,000円  B席3,000円 

【客席の照明効果】
ホールの客席に入ると、いつも点灯している
照明。開演時には消えていきますね。しかし、
客席の照明と云えども色々と役割があるのを
ご存知ですか？ 照明が消えることで、公演
の始まりを意味したり、オペラの場合だとフ

ワフワと明暗させ、開演の合図とします。また壁面にも照明があり、日
常の生活とは違う異空間を演出する事も出来ます。公演において客席
の照明を変化させる事も演出の重要なポイントとなるのです。

グラントワと年中行事

昨年に引き続き、グラン

トワでは「室町文化フェス

ティバル」を開催します。

中世の歴史に彩られるこの

まちで、舞台芸術・美術

はもとより、あらゆる「文

化（Culture）」に取り組ん

でいるのがグラントワで

す。開館時から既に、季節

にちなんだお茶をふるまう

「Tea ガーデン」などで年

中行事を取り込んできまし

たが、今後はさらに伝統芸

能と食文化を組みあわせた

事業なども、地域の人々と

の協働により取り組んでい

きたいと考えています。年

中行事という文化を失いそ

うになっている都市。それ

らの都市は、確かにサブカ

ルチャー分野で世界をリー

ドしてはいます。しかしそ

れを牽引する東京は、たか

だか400年の歴史しか持ち

合わせていません。江戸っ

子の私としても、残念なが

ら中世の歴史というものに

は太刀打ち出来ません。中

世は、日本の本物の文化を

作り上げた時代です。本物

を有する中世のまちで、い

ま我々は真の文化創造に取

り組んでいるのです。日本

が文化国家と言われるよう

になるまで。
（いわみ芸術劇場館長　山﨑篤典）

わが国では無伴奏コーラスとい

う意味で通っています。そのア・

カペラ・コーラスブームの火付

け役とも言うべきゴスペラーズ

の心地よいハーモニーは、デ

ビュー15年とはとても思えな

い新鮮さ。美術館好きの彼らに

とっても、グラントワ公演は楽

しみなのでは。

さて8月には、劇団四季の「ウェ

ストサイド・ストーリー」の登

場です。ブロードウェイ初演は

1957年ですが、団塊世代以上の

方にはジョージ・チャキリスの

映画のイメージが強いのではな

いでしょうか。バーンスタイン

の音楽とジェローム・ロビンス

のすさまじいまでの振り付けは、

歌唱力とダンス能力のある四季

でなければこなせません。彼ら

の能力を、最大限発揮してくれ

ることでしょう。是非お楽しみ

ください。また11月には、宝塚

歌劇団公演もありますよ。

9月には東京都交響楽団コン

サート。地元益田出身のトラン

ペット奏者岡崎耕二さんもメン

バーに入っています。12月には

キエフバレエの「くるみ割り人

形」このバレエ作品はクリスマ

スプレゼントの人形が主人公で

すから、クリスマス時期に上演

されることが多いのです。

ところで5月の連休には、今

年も「室町文化フェスティバル」が

開催されます。益田糸あやつり

人形公演や今福優さん＋「産土

の舞」公演や島根邦楽集団演

奏も予定されており、中世の香

り豊かな益田ならではの内容と

なっています。

またグラントワの指定管理者

である島根県文化振興財団で

は、育成・創造・協働事業に力

を入れています。「いわみ舞台

塾」や「いわみキッズ塾」を中

心としたワークショップで育っ

た人材が、さまざまな創造事業

に参加していますし、住民の方

たちによる創造事業のサポート

も行っています。また今年から、

小中学校へのアウトリーチ（出

前公演）を中心とした邦楽モデ

ル事業もおこないます。以前に

は住民参加事業というと舞台出

演や裏方さんでの参加がメイン

でしたが、それ以外のシーンに

も参加する新しい形の協働事業

が増えてきています。館内で不

定期に開催している「いつでも

どこでも音楽祭」なども、一種

の協働事業といえるでしょう。

　　　　　　　　　　　　［Y.A］

島根県松江市在住の若手絵本作家のよしとさんと、シンガーソン

グライターのひうたさん。二人は「ライブ・ペーパー・ストーリー」

という歌や音楽を交えたライブのような絵本の読み聞かせをしてい

ます。今回は、よしとさん、ひうたさんといっしょに、オリジナル

の紙しばいをつくり、音楽とあわせて「グラントワ」で発表します。

撮影:荒井健

まずは二大アーティストの登

場です。「NANA」の印象が強

かった中島美嘉さんですが、最

近はドラマで意外な面も見せて

います。しかし何といっても、

その魅力は歌唱力でしょう。女

性の支持が高いのも特徴です。

洋の東西を問わず、コーラスグ

ループは常に人気を博すもので

す。いちいちその名を出すこと

は控えますが、その中でもア・

カペラ・コーラスグループがこ

こまで人々の心を捉え続けてい

ることは、まさに驚きです。も

ともと「ア・カペラ」とは、「教

会風の」という意味で、無伴奏

に限るわけではないのですが、

ワークショップ& 絵本ライブ
よしと&ひうた with チルドレン

ライブ・ペーパー・ストーリー
at グラントワ！

［日時］ ワークショップ 5月23日（土）10:00～15:00
 リハーサル及び発表会 5月24日（日）12:30～15:00
［会場］ 講義室、石見美術館ロビー
［対象］小学生（小学校3年生以下は保護者同伴）　［定員］20名（先着順）　［参加費］無料
［申込方法］ 電話または FAX、にて、お名前（ふりがな）、学年、住所、電話番号、ファッ
クス番号をお知らせください。TEL 0856-31-1860  FAX 0856-31-1878

よしと 絵本作家として活躍。音楽家など異業種とのコラボレーションも。松江市在住。
ひうた 大根島出身。シンガーソングライター。絵本や映像などとのコラボレーションも行う。松江市在住。

春
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漫
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ン
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石見芸術劇場 小ホール 他
石見地域の各神楽社中
石見芸術劇場 小ホール 他
石見地域の各神楽社中

全席自由・前売当日同料金
※中学生以下は無料
※2,000円で5回鑑賞出来る
　回数券もあります。

全席自由・前売当日同料金
※中学生以下は無料
※2,000円で5回鑑賞出来る
　回数券もあります。

会 場
出演者
会 場
出演者
入場料入場料

毎週日曜日毎週日曜日
開演／18:00開演／18:00
※ただし4/5、4/19は休演※ただし4/5、4/19は休演

開場／17:30開場／17:30

開催日時

高校生以上  500円高校生以上  500円

今年の「石見の夜神楽定期公演」は、大田市から津和野
町までの42社中が出演。一口に神楽と言えど、地域に
よって舞い方が違うその妙味をご堪能ください。

チケット
随時

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
 （友の会会員は各200円引）

崖の上のポニョ4月の上映作品

［出演］本木雅弘、広末涼子、山﨑勉　他

おくりびと
3月21日（土）

詳細は追ってホームページなどでご案内します。

4月11日（土）、12日（日）

3月の上映作品

ラントワシアターはいわみ芸術劇場小ホールで
毎月1回オープンする映画館です。35㎜映写機

と、迫力の音響システムを備え、上映作品・画質・音
質ともに大変好評をいただいています。
最高の作品をスクリーンで、すばらしい音に包まれ
る至福の時を過ごしませんか。

【グラントワシアターお得情報】
グラントワホール友の会会員の方が、
グラントワシアター6回鑑賞していただきますと、
いわみ芸術劇場主催公演チケット購入
補助券500円プレゼントいたします。

グ

チケット
完売！ ジャンヌ・ランヴァン

《ドレス》

特別展  西 晴雲
3月18日（水）～5月11日（月）
大田市出身の南画家、西晴雲を紹介。「ほのぼの癒し系」の世界をお楽しみください。  

コレクション展  版画の技法
3月25日（水）～4月22日（水）
木版画、銅版画、リトグラフ、ステンシルなど様 な々技法がある版画。
本展ではこうした版画を技法別に紹介します。

コレクション展  モダン×ファッション
4月2日（木）～6月14日（日）
装飾性よりも機能性を重んじる20世紀の女性ファッション。
今回はシャネルのモダンなドレスやスポーツウェアなどを展示。

コレクション展  カワイイ！
6月17日（水）～7月27日（月）

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）

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・ピックアップ」参照

石井柏亭 《木場》

西晴雲 《四季花木図》

特別展  年中行事をたのしむ
4月25日（土）～6月15日（月）　※「美術館にきいてみよう」参照

Q1，年中行事をテーマにしたのは、なぜですか？
古くから伝わる年中行事の中では、自然の恵みである花や作物

を飾ったり、食べたりして、健康で幸せな生活が祈念されてきま

した。そうした姿が表された美術品をとおして日本古来の美意識

を感じることができると考え、「室町文化フェスティバル」に合わ

せて開催することにしました。　

Q2，どんな作品が展示されますか？
会期中に迎える端午の節句を中心に、年中行事にちなんだ絵画、

浮世絵、着物、彫刻などを展示します。行事そのものを描いた絵

だけでなく、かわいいお菓子の絵や、節句から連想されるイメー

ジを形にした洒落た作品もありますよ。

2008年、島根県西部を流れ

る高津川が水質日本一と認めら

れました。これは07年に続く2

年連続の快挙です。美しい川の

恵みに感謝しつつ、この栄誉を

ともに喜びたいものです。

さて石見美術館のコレクショ

ンの中には清流が描かれた絵画

はないのでしょうか？そういう

目で探してみるといくつかの作

品が見つかりました。

写真は島根県邑南町出身の日

本画家田中頼璋（1866-1940）の

作品です。赤や黄色に色づいた

木々の鮮やかさを引き立てるの

に清流が一役かっています。滝

から流れる青い水が画面に清ら

かさと潤いをもたらしているよ

うです。

このように日本の風景になく

てはならない清流は、古今の画

家たちの視線を集めてきたとも

いえるでしょう。

歌川広重
《名所江戸百景－水道橋駿河台》

島根県立美術館蔵

年中行事とは、毎年決まっ
た日に催す「まつり」である。
古く、葬儀以外は、すべて「ま
つり」といった。節供まつり、
田植まつり、盆まつり、八朔
まつりというように。
「まつり」は、ひとつには、
カミや精霊を「祀

まつ

る」。もう
ひとつには、人びとが「まつ
わる」。
血縁・地縁・社縁、それぞ
れの社会で「まつり」を育ん
できた。
それは、神人が交流の場で
あり、神人が共食の場でもあ
る。季節の変わり目や労働の
納めどころで、「おかげ」を
授かり、滋養食を食べあわせ
て再生をはかるのである。
とくに、日本の「まつり」
では、「旬」の食材を使った
ごちそうを尊んだ。「旬」の
生命力を体内にとりいれるこ
とで、再生力の強化をはかっ
たのである。

ま つ り と は
　
食 う が 命 の
　
洗 濯 か

神崎宣武　KANZAKI NORITAKE

1944年岡山県生まれ。民俗学者。現在、「旅
の文化研究所」所長・東京農業大学客員教
授など。
岡山県宇佐八幡神社宮司でもある。主著に、
『三三九度』『「まつり」の食文化』『酒の日本
文化』『しきたりの日本文化』などがある。

神崎宣武

田中頼璋 
《白雲紅樹》

特別展
「描かれた清流」
5月13日（水）～7月12日（日）

室町文化フェスティバルに合わせて開催される「年中行事をたのしむ」
について、担当学芸員川西さんに聞きました。

五感で楽しむ
「室町」

能・伝統行事・年中行事をとお

して、中世から現代に伝わる文

化をお楽しみください。

島根県益田市は、石見全域に

わたって勢力を誇った中世の豪

族益田氏ゆかりの土地です。市

内には益田氏に関連のある三宅

御土居跡や七尾城跡をはじめ、

中世の息づかいが感じられる神

社や仏閣等が数多く残っていま

す。中でも画僧雪舟が遺した医

光寺と萬福寺の庭園は、国の史

跡及び名所に指定された重要な

ものです。

今年の「室町文化フェスティ

バル」では、「中世の食再現プ

ロジェクト」をはじめ、伝統芸

室町文化フェスティバル 
at グラントワ



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「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
兼ね備えているお得なカードです。
お得で納得な、「共通カード」にご入会いただき、
グラントワをよりご満喫ください。
有効期限は購入時より1年間です。

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

皆様のお申し込みをお待ちしております。お申し込み・更新受付は、
美術館ロビー総合案内カウンターで承ります。

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

NEW!
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
も映画上映会のチケットプレゼント、松江SATY東宝の入場料金割
引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 新規入会プレゼント

NEW!

皆様『電子チケットぴあ』を
ご存知ですか？
北は北海道から南は沖縄まで全国各
地で行われる舞台やコンサート、スポー
ツやテーマパークの入場券まで様 な々
ジャンルのチケットをお買い求めいただ
くことが出来ます。（一部、お取り扱いの
ないものもございます。）
『電子チケットぴあ』は美術館ロビー内
総合案内カウンターにございます。
お座席案内も致しますので、どうぞお気
軽にお問い合わせ下さい。

【 電 子 チ ケ ッ ト ぴ あ 】 案 内

［受付時間］10:00～18:00　［定休日］毎週火曜日
［お問い合わせ］TEL.0856-31-1871

レストラン・ウエディング
ポニイ

両親や親戚、友人などの親しい方を招いて、
アットホームな雰囲気の中で行うレストラン・ウェディング。
本格派のフランス料理のコースを楽しみながら、
和やかなパーティをひらいてみませんか。

■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/

グラントワ開館から早3年！！
ミュージアムショップコンアモールを
いつも御利用頂き有難うございます

感謝の気持ちを込め、
この広告を持って来られた方に限り

※企画展グッズ、書籍、CD除く

有効期限：2009.3.16～6.16迄　お一人様：1回限り

10%OFF

■営業時間
■店 休 日

／10：00～18：30
／毎週火曜日

■TEL：0856-31-1874

昼の部／12:00～　夜の部／18:00～
※1日1組限定 時間は応相談

20～52名様

着席フルコース料理
¥6,300（税込）／ ¥8,400（税込）／ ¥10,500（税込）～

フリードリンク
¥2,625（税込）

※サービス料は含まれておりません。
※装花、その他オプションにつきましてはご相談ください。

イベントカレンダー　4月～7月

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

5／ 30（土）
～6／　2（火）

 4／ 5（日） 18:00～ 田村真寛リサイタル in MASUDA サウンド・レフティ大庭（アール理容内）
0856-23-4379

 4／ 5（日）   9:00～ 益田ライオンズクラブ
0856-23-4111

 4／ 19（日） 未定 益田まつり　（注1） 観光協会
0856-22-7120

 4／ 26（日） 13:00～ 伍代夏子と歌祭り （有）宮内オリエント商会
0856-22-5566

 6／ 21（日）  大月みやこカラオケの会 北光プロモーション
086-252-1616

 6／ 26（金）   9:00～ 大畑グループ安全推進大会 大畑建設株式会社
0856-23-3530

 6／ 28（日） 14:00～ 株式会社 サモンプロモーション
06-6225-2237

 5／ 23（土） 未定 グラントワシアター いわみ芸術劇場
0856-31-1860

 5／ 24（日） 未定 千波流美里会 舞踊の会 千波流美里会（千波 一紫乃）
0856-28-0301

 5／ 30（土）  角田　尚子
0856-22-7490

 6／ 13（土） 未定 グラントワシアター いわみ芸術劇場
0856-31-1860

     9:30～ 弟　和田義眞遺作展 川本　閑子
0856-27-0931

 7／ 20（月） 未定 熱狂楽団タパスコンライブ 熱狂楽団タパスコン
0856-22-4390

 6／ 17（水） 未定 さんぽう進路なんでも相談会　（注2） （株）さんぽう082-568-2323

 7／ 19（日） 19:00～ 益田おやこ劇場
0856-23-5341

 6／ 24（水） 13:00～ 西いわみ農業協同組合
0856-22-1589

 5／ 10（日） 14:00～ 100人の吹奏楽実行委員会（サウンド・パレット内）
0856-23-7379

第9回ウイサポートユニセフチャリティコンサート
管弦楽アンサンブルと100人の吹奏楽

 6／ 19（金） 10:30～ 西いわみ農業協同組合
0856-22-8680

第11回JAいわみ年金友の会
益田市部受給者大会

青少年健全育成支援チャリティ
第5回スーパー神楽選抜競演大会

 4／ 12（日） 14:00～ SLASH-BEAT 山藤　崇志
090-9508-8799

西いわみ農業協同組合
第11回通常総代会

 7／ 8（水） 13:15～ 

 7／ 26（日）  第42回益田地区吹奏楽祭 

 5／ 17（日） 14:30～ 益田地区危険物保安協会
0856-31-0119

益田地区危険物保安協会
創立50周年記念式典及び記念講演

 5／ 10（土） 14:00～ SLASH-BEAT 山藤　崇志
090-9508-8799

グラントワシアター
『崖の上のポニョ』

 6／ 7（日） 13:30～ 真宗大谷派京都教区石西組
0856-52-3452

真宗大谷派京都教区石西組
お待ち受け同明大会　高史明講演会

   10:00～ 他     いわみ芸術劇場
0856-31-1860

 5／ 31（日） 18:30～ 益田おやこ劇場
0856-23-5341

益田おやこ劇場第149回例会
『100万回生きたねこ』

山陰中央新報文化センター
バレエ講座　発表会

 6／ 11（木） 10:20～ 島根県退職公務員連盟女性部大会 島根県退職公務員連盟益田支部
0856-22-6257

 6／ 10（水）   9:00～ 平成21年 安全運転管理者等講習 社団法人島根県安全運転管理者協会
0856-36-7220

デビュー30周年記念コンサート
天満敦子　無伴奏ヴァイオリン・リサイタル2009

①12:30～
②18:00～

多目的ギャラリー
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

5／ 29（金）
～31（日）

4／ 25（土）
26（日）

     9:00～ 第3回一彩会俳画展 橋本　清一
0856-74-1811

     9:00～ 石見えびね会 石田　昭秀
0856-23-1290

注1　スタジオ1、多目的ギャラリーでも同時開催。
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

 6／ 21（日） 12:00～ エレクトーンステージソロ部門 （有）宮内オリエント商会
0856-23-0755

 6／ 28（日） 12:30～ 琴名流大正琴合同チャリティー 琴名流大正琴
0856-25-1199

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

 7／ 20（月） 16:30～ ふるさと歌まつり2009 ライブハウスアポロ内ふるさと歌まつり
実行委員会（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

    吉田地区社明大会 吉田地区社会福祉協議会
0856-31-0627
益田東高等学校（大曲）
0856-23-3435

4／  11（土）
12（日）

益田おやこ劇場第150回例会
『マリカン・トリオ』

13:30～
（予定）

13:30～
（予定）
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■子どもWEEK!
4月29日（水・祝）～5月11日（月）

まで。中学生以下の方の石見美

術館観覧料が無料になります。

■「共通カード」をご存知ですか。
石見美術館の「ミュージアム

パスポート」と、いわみ劇術劇

場の「ホール友の会」の両方の

特典を兼ね備えた「共通カード」

が、昨年12月に登場しました。

最大の特典は、年会費が割

安になります。それぞれに加入

した場合は計5,000円になりま

すが、「共通カード」は4,000

円です。

スタートした12月の1ヶ月間

で300名様を超えるお客様にご

入会いただきました。

買ってお得！使ってナットク！

の「共通カード」にご入会頂き、

グラントワをご満喫ください。

当館の澄川喜一センター長

が文化功労者に選ばれま

した。正面玄関にあるおろちも

澄川の作品で多くの方に愛され

ています。先日お客様から「セ

ンター長さんが文化功労者に選

ばれたんだって？そりゃ今後も

楽しみじゃ～」とにこやかに言

われました。これからもより一

層可愛がって頂ける様、私たち

アテンダントもより良いスマイ

ルでお客様をお迎えできるよう

頑張らなくては…改めて感じた

出来事でした。

美術館が収蔵している美術品、
展示していない時はどこに保管されているの？

編 集 後 記

■昼休みにグラントワの回廊を

歩いています。お客様とあいさ

つを交わしたり、その日の天気

で中庭の風景が変化するのが楽

しみです。［K.M］

■バッサリ切りました。一年間

頑張って伸ばした髪。沢山の思

い出が詰まったこの一年に、こ

れからどんな素敵な思い出が追

加されるのかな。［T.Y］

■だんだんと暖かくなってきま

した。充実の一年にするべく、

今までやり溜めていた「My計

画」をスタートしようと思って

います。［T.M］

■小学校入学に向けて準備に余

念のない我が息子を横目に、自

分の子ども時代を懐かしむのも

楽しいもの。あれから何年経っ

たかなあ…。［S.H］

美術館には、作品を展示公開するという仕事の他に、美術品を長期に
わたって保存し、後世に伝えていくという使命があります。そこで、
美術品は温度と湿度が常に理想的な状態に管理されている収蔵庫とよ
ばれる保管庫に入れられ、大切に守られています。

※年齢が確認できるものを総合カウンターに
　ご提示ください。

■ゴールデン・ウィークは
　グラントワへ！
グラントワは4月22日（水）

～5月6日（水）まで休まず開館

します！今年の連休はぜひグラ

ントワですごしませんか？

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4月28日（火）、5月5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


