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島根県立石見美術館 休館日／火曜日（ただし8月12日［火］、９月23日［火・祝］は開館）
開館時間／10:00 ▼18:30（展示室への入場は18:00まで）

●主催／島根県立石見美術館  中国新聞社  日本海テレビジョン放送株式会社  ハローキティエキシビション実行委員会　●後援／アメリカ大使館  エフエム山陰　●特別協賛／サンリオ
●協賛／ローソン  富士フィルム　●協力／ソネットエンタテインメント  日本映像翻訳アカデミー  太翔  デジタルハリウッド  浜名梱包輸送　●企画／デジタルハリウッド・エンタテインメント

観覧料
当日券

前売券

●一般／1,000（800）円　 企画・コレクション展セット 1,150（920）円
●大学生／600（450）円　 企画・コレクション展セット  700（530）円
●小中高生／300（250）円　 企画・コレクション展セット  300（250）円
●企画・コレクション展セット  一般／900円  大学生／500円  小中高生／200円

● 講演会 「なぜみんな、キャラクターが好きなの？
　　　　キャラクター文化と現代美術」【申込不要】
 講師：谷川眞美（静岡文化芸術大学准教授）　日時：7月27日（日） 14:00～15:30
 会場：講義室（定員50名、当日先着順）　参加費：無料

●（　）内は20名以上の団体料金
●小中高生の学校利用は無料
●障害者手帳保持者および
　その介助者は入場無料

●前売券は、ローソン各店（Lコード68792）、JRの主な駅、主な旅行会社、各プレイガイドにてお求めになれます。

関
連
プ
ロ
グ
ラ
ム ● 「よそいき」を創ろう part.2 自分の「キャラ」を創ろう【要申込】

 手持ちの洋服やバッグなどに、ビーズやスパンコールをつかって「よそいき」に変身させよう。
 今回は、自分でキャラクターをつくって飾り付けてみよう。

 日時：8月2日（土）、9月20日（土） 14:00～17:00　会場：講義室
 対象：どなたでも（ただし小学校3年生以下は保護者同伴）
 参加費：無料　申込：電話: 0856-23-2050　FAX: 0856-31-1878　
 参加者の住所、氏名、電話番号、学年をお知らせください。

チケット好評
発売中

KITTY EX.（キティ・エックス）関連事業

いわみ芸術劇場 大ホール

1回目：10:30開場／11:00開演
2回目：13:30開場／14:00開演

［出演］ハローキティ・シナモン
［入場料］（一般）大人2,500円　小人2,000円

本場東京都多摩市にあるサンリオピューロランドの
舞台そのままのステージが登場。この夏の家族の思
い出作りに、ぜひご家族でご覧ください！
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● ボディペイント【申込不要】
 あなたの腕にハローキティをおしゃれにペイント！ 

 日時：8月9日（土）、8月13日（水）、14日（木）、9月21日（日） 14:00～
 会場：展示前室（各日先着50名様）
 対象：どなたでも　参加費：無料（展覧会の入館券が必要です）
 ＊肌の敏感な方はご遠慮ください。

2008年7月18日［金］ ▼ 9月23日［火・祝］
※写真はイメージです。

本公演チケット提示で、「KITTY EX.（キティ・エックス）」
観覧料が無料になります（当日のみ有効）

特
典

 オリジナル・ステッカー プレゼント！
会期中毎日、先着50名様に
本展覧会オリジナルのステッカーを差し上げます。

vol.
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●特集　「夏はワイワイ！ 秋はドキドキ！？
　　　　今年の中庭広場はもっと2 面白さに欲ばりました」

●「一流人、登場」　梯 剛之（ピアニスト）

イベントカレンダー　2008年8月～10月

日比野克彦
《KITTY STONE》

数百もの白い石に、油性ペン

でキティを描いた作品です。

八谷和彦+ペットワークス
《HELLO KITTY meets
 PostPet V3》 

キティのおうちにやってくる

のは、おなじみポストペットの

キャラクターたち。

グルーヴィジョンズ
《GRV2166》

見慣れた文豪の肖像も、キ

ティのトレードマークのリボン

だけで、猫に見えてきます。

　ハローキティは、黒く丸みの

ある輪郭線と、赤いリボン、黄

色い鼻、青い服といった特徴を

持っています。こうした特徴を

基本とし、そこに時代とともに

常に新しい要素を加えること

によって、キティは、長くそして

国境を超えて愛されるキャラク

ターと成り得たのでしょう。

ホンマタカシ
《キティちゃん対ホイス》

ここで作品におさめられたチ

ワワとキティは、どちらも小さ

くかわいらしいものです。枕草

子に「小さきものは、いとうつ

くし」とあるように、私たちは

随分前から小さいものを「かわ

いい」ものとして愛でてきまし

た。そして、現在の私たちもそ

うであると言えるでしょう。

関連プログラムもあわせ 
楽しんで！
　今回の展覧会にあわせ、様々

な関連プログラムを用意してい

ます。講演会では、なぜ私たち

は、キティをはじめとするキャ

ラクターがこんなにも好きな

のか、そのことについてお話し

ていただきます。「ボディペイン

ト」では、腕などにステンシルで

キティをペイントし、キティを

連れて帰ることもできます。大

ホールでは「サンリオ ドリーム

ミュージカル」も開催。お友達同

士で、また親子で楽しんでもら

える企画が目白押しです。

ハローキティは 1974年に誕生し

ました。それから 30年あまり、キ

ティは、カワイイだけではない、

独特の魅力をもつキャラクターと

して、今や国境を超え多くの人に

愛される存在になっています。

今回の展覧会では、ハローキ

ティに魅力を感じる複数のアー

ティストが、キティをモチーフにさ

まざまな表現を試みました。絵画、

写真、映像、インスタレーション

など、多彩な作品が展示室を埋め

尽くします。ここでは、それらの

作品について、美術館スタッフの

コメントを交え、ご紹介しましょう。

劇場事業紹介「今年の秋は供
ク

楽
ラ

シックで」　

企画展紹介

「世界中で愛されているハローキティ。
その秘密は・・・？」

「グラントワニュース」  vol.14
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世界中で
愛されている
ハローキティ。
その秘密は・・・？

「少々輪郭がずれていても、
目や鼻、ヒゲとリボンのバランスで
「キティ」とわかってしまうのが、
このキャラクターのスゴイところ。　

「リボンの形とその位置だけで、すっかり
キティになっているのがスゴイ。」

「両方かわいい。勝ったのはどちら？」

展 覧 会 で 見 つ け てください 。
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カバーアルバム『VOCALIST』シリーズが爆発的大
ヒットを記録中の実力派ヴォーカリスト德永英明、待
望のグラントワ初公演決定！！

読売日本交響楽団
名曲コンサート

日本海テレビ開局50周年記念・グラントワ開館3周年記念
プレゼンツ

18:00開場／18:30開演

［出演］
読売日本交響楽団
指揮：ジェラール・コルステン
ピアノ：上原 彩子

［入場料］
SS席 6,000円／S席 5,000円
A席 4,000円／B席 3,000円　　
学生券1,500円
（学生券は当日指定席と交換）

いわみ芸術劇場 大ホール

チケット
好評発売中

国内有数のオーケストラである読売日本交響楽団と、
第12回チャイコフスキー国際コンクールピアノ部門第1位、
日本が誇るピアニスト上原彩子の華麗なる競演。

今最も注目される新進気鋭のヴァイオリニスト宮本笑
里が、グラントワのオープニング・小澤征爾音楽塾オペ
ラプロジェクト「セビリャの理髪師」公演出演から3年、
待望のソロリサイタル決定！
●入場料 （全席自由）一般2,000円／高校生以下1,000円

入場料 Ｓ席7,500円、Ａ席6,500円、Ｂ席5,800円
ペア（Ｂ席のみ）10,000円

8月10日（日）
チケット発売

撮影：下村一喜
グラントワ開館３周年記念オペラ

2008年10月26日（日）15:15開場
16:00開演

モーツァルト生涯最後のオペラ！誰でも楽しめるファン
タジーストーリー。不朽の名作をチェコフィル首席陣、
プラハ国立歌劇場のトップメンバーでお届けします。

チケット好評発売中

助成：財団法人地域創造

プラハ室内歌劇場
オペラオペラオペラ

魔笛魔笛魔笛
オペラ

魔笛

17:30開場／18:00開演

いわみ芸術劇場 大ホール
入場料：S席 7,000円／A席 5,500円／B席 4,500円
　　　 学生券 1,500円（学生券は当日指定席と交換）

いわみ芸術劇場 小ホール
出演／宮本笑里（ヴァイオリン）

いわみ芸術劇場 大ホール
出演／

8月31日（日）
チケット発売Hideaki

Tokunaga
Concert Tour ’08̶’09

益々
好評

石見の夜神楽定期公演
毎週日曜日18時～
（ただし、8/10, 8/17は除く）
高校生以上 500円

伊玖麿さんと読響が出演する

公開放送で、観客が「花の街」

を歌う視聴者参加型の番組で

した。懐かしいですね。オペラ

「魔笛」はモーツァルト最後の

オペラ作品ですが、奇想天外な

筋と個性的な役柄が出てくる

メルヘンオペラです。彼自身が

メンバーであったと言われる

フリーメイスンのごとき結社

が出てきたり、悪人であるはず

の「夜の女王」の方が善の世界

の代表者ザラストロよ

りも魅力的に見えたり

と、色々な見方・聞き

方が出来ます。夜の女

王の2 曲のアリアは、

コロラトゥーラ・ソプ

ラノの超絶技巧（体操

やフィギュアスケート

競技でいうとウルトラ

E かトリプルアクセル

のようなもの）を駆使

して歌います。おなじ10月、

小ホ－ルで行われる「宮本笑里

デビューリサイタル」は、い

ま注目のヴァイオリニスト宮

本笑里さんのコンサートです。

先日銀座の山野楽器に、彼女の

CDがずらりと並んでいました。

彼女とお父さんのオーボエ奏

者文昭さんとが某ビール会社

CMで共演していましたが、実

は彼女「小澤オペラ」でグラン

トワには一度来ているのです。

まさに旬の人です。そういえ

ば、彼女のおじいさまの正さん

は、「夕鶴」の与ひょう役で活

躍した名テノールでした。宮本

家は、3代別々のジャンルで活

躍している音楽一家なのです

ね。クラシックといえば、日本

の伝統演劇の能は世界遺産で

す。9月に上演される「葵上」

は、無論「源氏物語」ですね。

室町文化フェスティバルを締

めくくる幽玄の世界をご堪能

ください。

このほか夏には、例年通り中

庭を使ったイベントがありま

す。「今福優＆藤本吉利　夏の

夜の太鼓夢共演」では、今福優

の創造世界が繰り広げられま

すし、地元の元気なダンスチー

ムや益田市出身の若手邦楽奏

者二人による演奏も見逃せま

せん。お楽しみに。［Y.M］

【能舞台】
いわみ芸術劇場には3間角の本舞台や橋掛か
りのある能の専用舞台がありません。能を公
演する場合は、摺り足による歩みや舞の演技
に適するように滑らかに削った桧の厚板で作
られた所作台を舞台に敷いて、本舞台や橋掛

かりを仮設します。面を付けた能楽師が立ち位置を確認するための柱
や、橋掛かりの欄干、背景の松羽目などは備品を取り付けます。一文
字幕や袖幕を降ろして額縁を作れば、立派な能舞台が出来上がります。

なぜ「舞台塾」か

グラントワで「いわみ舞

台塾」というワークショッ

プを始めて、今年で5年目

を迎えます。「塾」という名

称にしたのは、「松下村塾」

に倣ったものです。先生か

ら生徒への一方通行ではな

く双方向に教えあう、いろ

いろな人たちの出会いの

場。そういった「場処」にな

れば、という思いから「塾」

と名付けました。大人対象

の「舞台塾」に付随しての

「キッズ塾」も、ようやく定

着してきたようです。この

「舞台塾」「キッズ塾」では、

指導者と参加者との出会い

ばかりでなく、指導者（芸

術家）同士の出会い・新し

い芸術家の発見・そして作

品の創造が繰り広げられつ

つあります。

この舞台塾に限らず、グ

ラントワはさまざまな出会

いの場でもあります。音楽

や舞台芸術と美術との出会

い、それぞれの専門家の出

会い、県東部、山口県・広

島県などとの出会い、そし

て住民との出会い。こう

いった出会いの数が増えれ

ば、複合施設であることを

より活用することになるの

ではないでしょうか。

（いわみ芸術劇場館長　山﨑篤典）

5月から開催されてきた「室町文化フェスティ

バル」の集大成的な公演となる「益田能」。今回

は、5月に公開レッスンを実施された粟谷能夫氏、

粟谷明生氏、そして中庭広場での薪能が記憶に

新しい野村萬斎氏という豪華な顔ぶれ。能公演

では、千年紀で注目を集める、源氏物語「葵上」

が上演されます。どうぞお見逃し無く！

室町文化フェスティバル「益田能」
9月30日（火）　開演18:00 （開場17:30）

いわみ芸術劇場　大ホール

［料金］SS席 10,000円　S席 8,000円
　　　 A 席 6,000円　自由席 3,000円

［チケット発売］7月13日（日）
［番組］舞囃子「枕慈童」粟谷明生／仕舞「松風」粟谷幸雄／
　　　  狂言「仏師」野村萬斎 他／能「葵上」粟谷能夫 他

◎問い合わせ : 能楽の祭典実行委員会（村上）0856-25-1381　　　
　　　　　　  島根県芸術文化センター「グラントワ」0856-31-1860

粟谷能夫

野村萬斎

この秋は、クラシックファン

にはたまらない公演が目白押

しです。そうは言っても、「ク

ラシックは敷居が高い」とお思

いの方は沢山いらっしゃるの

では？そこで今回は、不肖オペ

ラとクラシックの専門家であ

る私が「クラシックの魅力」を

お送りします。

8月の読売交響楽団（以下読

響）といえば、昔は男性奏者ば

かりのオーケストラ（ハープだ

けは女性でしたが）として有名

でしたが、いつのまにか女性が

ちらほら。現在15名だそうで

す。今回のゲスト上原彩子さん

は、2002年の「チャイコフス

キー国際コンクール」で、日本

人として初めてピアノ部門第

一位となったホープです。とこ

ろで皆さんは、だいぶ以前「私

の音楽会」という番組があっ

たことを覚えていますか。團

今年の秋は
供

ク

楽
ラ

シックで



特別展　※「コレクション・ピックアップ」参照

ポワレとフォルチュニィ  コルセットをめぐる冒険展
9月6日（土）～11月3日（月・祝）　※10月8日（水）からフォルチュニィ作品が入れ替わります
20世紀初頭に劇的に変化したファッション。その動きを先導したデザイナー、ポワレとフォルチュニィを
中心に、19世紀のドレスやコルセット、そしてヴィヴィアン・ウエストウッドなどの作品を紹介。
特別協力／共立女子大学  神戸ファッション美術館

感動の日本画、癒しの日本画
6月25日（水）～9月1日（月）
屏風一面に物語の劇的な場面を描いた大作から、心なごむ
愛らしい作品まで、当館のコレクションから選りすぐりを公開。

特別展  平成の萬福寺出開帳展
7月16日（水）～9月3日（水）
重要文化財大公開！益田市萬福寺の重文二河白道図を特別にご紹介。

名画への招待 石見美術館油絵名品展
7月30日（水）～9月29日（月）
当館コレクションから、選りすぐりの油絵を一堂に展示します！

特別展  牛嶋均展 
10月3日（金）～11月24日（月・祝）
鑑賞者が関わることが出来る作品を制作し続けている牛嶋。
旧ソ連の戦車をモチーフに、ほぼ実物大につくられた作品を展示します。

　

池田輝方《絵師多賀朝湖流さる》

マリアノ・フォルチュニィ 《デルフォス》
共立女子大蔵

※「美術館にきいてみよう」参照

牛嶋均 《人智の研究ver.1 遊具》作家蔵
《人智の研究ver.2遊具 キチ＋リヤカー》

福岡アジア美術館蔵

特別展  ポワレとフォルチュニィ
　　コルセットをめぐる冒険展
9月6日（土）～11月3日（月・祝）　

人智の研究ver.5 遊具－武器－遊具

チケット
好評発売中

2008年8月16日（土）
開演／18：00開場  18：30開演

グラントワ 中庭特設ステージ
出演／今福 優　特別出演／鼓童  藤本吉利  他

入場料
高校生以上：1,200円
中学生以下：600円
未就学児：無料

今福優演出「新神祇太鼓」 道川神楽社中　
「生命の詩（いのちのうた）」 石見の風jr. ※太鼓40名の大共演

「大太鼓曲打ち」・「鬼剣舞」・「神祇」　他

今
福 

優
＆

藤
本
吉
利

平成20年度文化庁芸術拠点形成事業

会場　いわみ芸術劇場 小ホール

世界中が涙した短編詩「犬の１０戒」から生ま
れた、犬のソックスと少女の愛と絆を描く感動
作。ささやかで切ない犬の願いに、涙せずには
いられない。主題歌はBoAの「be with you.」。

犬と私の10の約束
8月24日（日） ※開場は各30分前
①10:00～／②14:00～
■入場料 （友の会会員は各200円引）
一般：［前売］1,000円／［当日］1,200円

しまね映画祭
平成20年度優秀映画鑑賞推進事業

懐かしの昭和 名作シアター

《小津安二郎特集》

［監督］本木克英
［出演］田中麗奈、加瀬亮、豊川悦司ほか

■入場料 
［一般］500円  ［友の会会員］400円  （1日2作品鑑賞）　
［3日間共通券］1,000円 （友の会会員は200円引）
※9月20日のグラントワシアター「母べえ」（予定）を含む

9月19日（金） ③『秋刀魚の味』 13:30～
 ④『東京物語』 15:45～

9月18日（木） ①『彼岸花』 13:30～
 ②『麦秋』 15:45～※開場は各30分前

※開場は各30分前

ルセットを用いない、ハイウエ

ストのドレスを発表、西洋の服

をラディカルに変革しました。

　このドレスも、コルセットを

用いないで着用されたもの。西

欧で長らく着られていた体に

ぴったりと密着し、ウエストの

細さを強調するドレスとは全く

異なるシルエットをもつもので

す。簡素でありながら、イノセ

ントともいえる魅力を放つ一

点。ポワレの妻、ドゥニースが

着用し、彼らの子孫に伝えられ

た貴重な衣装でもあります。

ポール・ポワレ 
《ガーデン・パーティ・ドレス》

1911年

特別展
「平成の萬

まんぷくじ

福寺出
でがいちょう

開帳展」に
ついて担当学芸員的野さんに
お話を聞きました。

「ポワレとフォルチュニィ　
コルセットをめぐる冒険」展
9月6日（土）～11月3日（月・祝）

重要文化財　
《二河白道図》

Q1，「二河白道図」は、どんな作品ですか？
「にがびゃくどうず」と読みます。益田市の萬福

寺が所蔵している絵画です。二河とは、どん欲の水

と憎しみの火のことです。白道とは、この世から極

楽へ通じている道で、迷わずこの道を進めば極楽往生できると言わ

れています。画面にはこの二つの河と白道の他に、白道を歩む女性

とそれを見守る釈迦と阿弥陀が描かれています。

Q2，お寺でいつでも見られるのでは？
この作品は、国の重要文化財です。鎌倉時代に制作された貴重な文

化財ですので、普段は見ることがなかなかできません。今回は特別に

お寺の協力を得て石見美術館に展示します。ガラスケースの中での展

示ですが、近づいてじっくり細部まで見ていただくことができます。

また、解説パネルも何枚か用意いたしました。この作品の意味を理解

しながら見ていただけます。

特別展

　現代のファッションの基礎を

築いたといわれるポール・ポワ

レ。簡素で実用的な服を作ろう

とするポワレは、1906年頃にコ

梯 剛之
グラントワに一歩足を踏み

入れた時、清々しい澄み切っ
たものに包まれました。そこ
は、また、厳粛な空間でした。

こんな気持ちの良い波動
があるのは、この建物が立派
だというだけでなく、この
グラントワに携わる方々の
ホールにかける愛情と心意
気、それに石見の皆様の熱い
想いが一つになって、宇宙と
繋がっているからなのだと
確信しました。

「芸術の力によって、世界
中の人々が幸せになってほ
しい。」と僕もまた、願うば
かりです。まずは日本の子ど
もたちに音楽を好きになっ
てもらいたいという想いか
ら、18年間ウィーンに住ん
で肌で感じた音楽を僕の感
性を通して伝えたいとDVD
を製作し、日本全国23,000
すべての小学校に無償でプ
レゼントしています。沢山の
方々のご協力があってこそ
ですが。昨年のモーツァルト
編に続き、今年はちょうど今
頃、各地の小学校にシューベ
ルト編が届いた頃でしょう。
グラントワでの鮮烈な印象
は、山﨑館長の真摯な情熱と
共に僕の一番美しい引き出
しの中にあります。

梯 剛之　KAKEHASHI TAKESHI

1977年生。小児癌により生後1ヶ月で失明。
1998年ロン=ティボー国際コンクール第
2位。国内外のオーケストラとの共演や
リサイタルなど幅広く活躍。2002年には
ニューヨーク・カーネギーホールでアメリ
カデビューを果たした。

市内外で活躍するグループが、お盆の帰

省シーズンを中心に今年の夏を熱く演出し

ます。とびっきりの“パワー”でエネルギー

チャージ！ご家族揃ってお出掛けください。

夏 は ワ イ ワ イ ！ 秋 は ド キ ド キ ！？
今年の中庭広場はもっと2

面白さに欲ばりました 
真夏の夜は神楽でナイトⅢ
8月9日（土）・16日（土）・17日（日）　中庭特設ステージ

※昨年の様子

「グラントワ」開館3周年記念イベント きんさいデー
10月12日（日）

中庭に奇想天外なオブジェが出現！？
中庭広場
アーティスト牛嶋均による作品を展示します。
事前のワークショップも開催予定。
詳細については、チラシやホームページでご案内します。お楽しみに！

注目！

 9日 ダンスバージョン
 中庭広場　［開演］19:00 ［終演］20:30（予定）
 ［出演］インフィニティ［益田］、MYZ［益田］、
            MAY HIP HOP special dance unit（MSYプライトレス）［広島］（予定）
            特別ゲスト:川野眞子（コンテンポラリーダンサー）
  地元＆広島のダンスチームによる熱いダンスパフォーマンスで真夏の夜はヒートアップ！

夏の夜の太鼓夢共演 今福 優
+

藤本吉利（鼓童）

16日 

 17日 神楽バージョン
 中庭広場　［開演］18:30 ［終演］20:30（予定）
 ［演目］石見神楽「黒塚」　出演:石見神楽 須子社中
            箏演奏　出演:岩本雅迪映、佐々井雅矢映
            石見神楽「大蛇」　出演:石見神楽 須子社中
  石見神楽上演と箏の演奏。荘厳で優雅な舞台に酔いしれてください！

入場無料

入場無料

※詳しくは第3面広告欄をご覧ください。

「グラントワ」は全館入場無料！（ただし、一部有料企画あり。）
石見美術館も無料開放！！

はやくも毎年恒例となりました
グラントワイベント、秋の二本立てスペシャル！
参加アーティスト達の競演で
皆さまをいっそう元気にすること間違いなし！！

※昨年の様子

おかげさまで「グラントワ」は開館 3 周年を迎えることができました。

感謝の気持ちを“企画に込めて”、老若男女問わずお楽しみいただける

一日をご用意！今年もきっといろんな笑顔が弾けるはず。

※雨天の場合は
　小ホール



■営業時間
■店 休 日

／10：00～18：30
／毎週火曜日

■TEL：0856-31-1874

限定アイテム入荷

●Ｔシャツ ￥3,150（税込）
●ミニタオル ￥420（税込） 他

KITTY EX．のためだけにデザインされた
限定アイテムを入荷します。
またサンリオのキティグッズも
多数取り揃えています。

この機会に
ぜひお買い求めくださいませ☆

期間限定販売

2008年7月18日
~9月23日
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─《期間限定販売》8月17日まで─

夏
の

縁
日

コ
ー
ナ
ー◎けん玉 ¥893（税込）

◎竹とんぼ ￥63（税込）
◎駄菓子 ￥21～（税込） 他

■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/

石見美術館
ミュージアム
パスポート

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!!

●コンサートや催し物情報（いわみ芸術劇場）
●展覧会やイベントのご案内（石見美術館）
●「ここだけ情報」と「アテンダントこぼれ話」は必見！
●携帯メールマガジンは毎週木曜日発行。
　タイムリーな情報のみ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

グラントワ
ホール友の会

2,000円（税込）
年会費

3,000円
一　般

1,800円
大学生

900円
小中高生

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、デジタルシアター益田中央･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

http://mini.mag2.com/i/m/M0056459.html

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

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。

❶ チケットの先行予約･割引購入
❷ 映画上映会チケットプレゼント（新規の方のみの特典です）
❸ 情報誌の送付
❹ グラントワ提携店での優待サービス

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グラントワ提携店での優待サービス
❷提携美術館観覧料割引
❸情報誌の送付

ビアガーデン・ビアホール
OPEN!

※完全予約制・2名様より　
※グラントワホール友の会・石見美術館ミュージアムパスポート会員割引対象外
※ビアガーデン・ビアホール前売券は「ポニイ」にて発売中

今年も「ポニイ」のビアガーデンで
真夏の暑さを吹き飛ばしませんか？

●8月30日（土）までの水・木・金・土曜日のみ営業
●18:00～21:30（ラストオーダー21:00）
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「ポニイ」特製
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シャーベット
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（
税
込
）

［フリードリンク120分飲み放題+フード各種］
（前売り券3,500円）¥3,800

■「かえっこバザール」ふたたび！
［日時］8月17日（日）
［場所］多目的ギャラリー
［こどもスタッフ募集］バンクマン・
ショップスタッフを募集します。

［申込］0856-23-2050（石見美術館）

■栗山文昭の
　いわみ合唱塾2008

［日時］7月26日（土）・27日（日）・
　　　8月9日（土）・10日（日）

［場所］多目的ギャラリー 他
［対象］中高生・一般

参加者を随時募集します。
＊詳細はお問い合わせください。

■合唱団「るふらん」
　レクチャーコンサート

［日時］7月26日（土）18:30開演
［場所］小ホール 　［料金］無料

いわみ合唱塾のレクチャー

コンサートです。

■益田糸あやつり人形定期公演
［日時］8月30日（土）14:30開演
［場所］小ホール　［料金］無料

島根県無形文化財指定。古い

形態を残したまま上演される日

本で唯一無二のステージです。

■グラントワ Tea ガーデン「 喜
たのしちゃ

茶 」
［日時］8月10日（日）
　　　9月15日（月・祝）
　　　11:00～

［場所］美術館ロビー
［料金］無料（先着80名様）

■ミュージアムパスポート
　会員情報

日本の代表的な美術館の会員

が相互に観覧料割引を受けられ

る「提携美術館」。新たに次の

美術館が加わりました。

○広島県立美術館（広島市）

○広島市現代美術館（広島市）

○尾道市立美術館（尾道市）

○サントリーミュージアム
　［天保山］（大阪市）

これで石見美術館ミュージア

ムパスポートを提示して観覧料

割引となる施設が全部で22と

なりました。さらに“便利でお

得”になったミュージアムパス

ポート。日本全国でご利用くだ

さい。

ある日の夕方、モニュメン

トの「おろち」に駆け寄っ

てくる男性がお一人。

芝生を登り、おろちのかわい

い鼻をなでなで！！

噂によると、鼻をなでると幸

せになるそうで・・・・。

待ち合わせをしている、男性

の横でおろちも嬉しそうに見え

ました。

“明日はどんな人が会いに来

てくれるのかな？”と楽しみに

しているのかもしれませんね。

グラントワ回廊の床材に花
か

梨
り ん

を選んだのはなぜ？

編 集 後 記

■先日の河瀬直美監督スペシャ

ルトークで花束贈呈の大役を仰

せつかった私。感動の余り花束

を渡す前から涙目に！やっぱり

バレてたかしら？！［K.Y］

■この夏「KITTY」がグラン

トワに大集合。世代を超えて愛

されるキャラクターの魅力をご

家族でお楽しみください。［K.M］

■ハローキティと縁のなかった

男子。されど、佐藤可士和や日

比野克彦たちがハローキティと

いう素材をどう料理したのか気

になるんだよな。［A.T］

■ガソリン代節約＆運動不足解

消の為、この度自転車通勤する

ことにしました！しかし凄まじ

く雨女の私。出勤日に雨が降ら

ないことを祈ります。［T.Y］

■暑い時期の夜、よく散歩に出

かけます。グラントワの中庭は、

夜には昼間とは全く違う雰囲気

に。散歩コースにおすすめです。
［N.M］

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20年8月12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
2008.08—10 イベントカレンダー　8月～10月　
大ホール
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

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

 9／ 9（火） 13：00～ 島根県神社関係者大会 神社庁益田支部
0856-27-0068

9／ 26（金）
～29（月）

9／ 20（土）
～23（火）

      益田漫画展示会「初」 益田漫画
090-3633-4793

 9／ 6（土） 18：00～ 親子キャンドルフェスタ実行委員会
0856-25-1298

 9／ 20（土）  グラントワシアター「母べえ」（予定）  いわみ芸術劇場0856-31-1860

 10／ 30（木） 9：45～ 益田高等学校（石川）
0856-22-0044

平成20年度島根県高等学校家庭クラブ連盟
研究発表会および作品展示会

 9／ 21（日） 熱狂楽団TAPASCON
0856-23-4379

 10／ 18（土） 19：30～ オーボエの夕べ 田中　道枝
0856-23-6698

 10／ 19（日） 15：00～ 島根県整形外科市民講座健康相談 （医）山藤整形外科医院
0856-31-0065

 10／ 19（日） 13：00～ 島根県整形外科市民講座 （医）山藤整形外科医院
0856-31-0065

 9／ 13（土） 9：00～ 第7回医療マネジメント学会島根地方会 益田地域医療センター医師会病院
0856-22-3611

    フランス刺しゅう展示会 岩井　和恵
0856-23-6049

親子キャンドルフェスタ2008
inグラントワ

 9／ 7（日） 13：30～ 健康キャラバン鎌田實先生講演会 株式会社 コウジュ
03-5466-2088

 9／ 28（日） 14：00～ アッカコンパーニョⅢ アッカコンパーニョ（渡辺）
0856-22-2517

 10／ 5（日） 13：00～ 宮内オリエント商会
0856-23-0755

 10／ 10（金） 13：00～ すてっぷ居宅介護支援事業所
0856-32-0700

第6回島根県介護支援専門員協会
研究大会in益田

エレクトーンステージアンサンブル
店別大会

 10／ 26（日） 10：00～ 宮内オリエント商会
0856-22-5566

ヤマハヤングピアニストコンサート
益田大会

熱狂楽団TAPASCON
結成記念ライブ（仮）

中庭広場
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

注1　スタジオ1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

10：00～18：00
（最終日は17：00）

26・29日10：00～17：00
27・28日10：00～20：00

小ホール

   9：30～ 第7回益田書道展　（注2） 益田書道会
0856-22-3220

10／ 24（金）
～26（日）

ま す こ み うい

狩野
090-8990-6591

 9／ 6（土） 14：00～ 益田市仏教会順念寺
0856-22-2814

 9／ 10（水） 9：30～ 島根県神社関係者大会 神社庁益田支部
0856-27-0068

 9／ 7（日）  45周年記念 小林幸子コンサート2008 ㈱北光プロモーション
086-252-1616

 8／ 24（日） 13：30～ 

 8／  16（土） 14：00～ うたの同窓会Ⅱ　（注1） 

INFINITY（上谷）
080-3892-3798

Dancing∞Harmony 5th Anniversary
～過去・現在・そして未来へ～

益田市仏教会第54回記念講演会
演題『より人間らしい人間をめざして』

①12：00
②16：00

 9／ 29（月） ㈲プラムブロッサムプロモーション
03-3372-8120

 9／ 13（土） 19：00～ パッション・デル・フラメンコ MIN-ON中国
082-567-0585

 9／ 21（日） 14：30～ 益田東高等学校（大曲）
0856-23-3435

 10／ 5（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

 10／ 19（日） 12：30～ 正派雅映会創立45周年筝曲演奏会 正派雅映会（熊谷 雅楽映）
0856-22-3345

第8回益田東高等学校吹奏楽部
定期演奏会
梅沢武生劇団特別公演
『梅沢富美男魅力の総て』

①13：00
②17：00

①14：00
②18：30

18：30～
（予定）

グラントワの外観は瓦やタイルで覆われて堅い印象なので、内観は少
し印象を変えたいと思いました。壁は外観に合わせたタイルを使うこ
とが決まっていましたから、床で違った材料を使うことにしました。
床の材料も色々な種類があるのですが、靴履きで使う事を考えてフ
ローリングにしました。中でも特に堅く床に適した材料として花梨を
選びました。赤い色合いも建物にぴったりでしょう？


