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先ほど住吉神社から眺めた益田市
東町にある萬福寺は�もともとは安
福寺とい�て高津川河口の中須にあ
�た大きな寺院が大津波により消失
したものを後年再興したものといわ

イ� 避難誘導標識等の整備

ウ�津波防災思想の普及

エ�一般住民に対する内容

ておられます�また�いまだに不自

亡くなりにな�たり行方不明とな�

た東日本大震災により多くの方がお

ラントワから約一�五㎞くらいです�

住吉神社の鳥居が見えてきます�グ

妙義寺の前を通�てしばらくすると

り学術的にも裏付けられています�

松井孝典氏を団長とする調査団によ

よる災害があ�たことが一九九五年

面に進んでもらうとやがて益田高校� �万寿の地震�による大きな津波に

�ています�この道路をさらに東方

この学術調査では津波の到達範囲ま

マニ�アル�により地震災害への対

根県芸術文化センタ�危機管理対応

題がないと考えています�現在�
�島

五年あまりで�耐震性に関しては問

グラントワは建築されてからまだ

所の候補とな�ています�

り�水害�火災及び地震の際の避難

参考までに�益田市地域防災計画

由な避難生活を長期間続けている被

この鳥居をくぐ�て七尾山の方向へ

では明らかにされてはいませんが�

応を定めているところですが�大津

れています�安福寺が消失した大津

災者の方も多数おられます�グラン

長い石段を登�て行くと中世の城跡

言い伝えでは益田川をさかのぼり美

波警報が発令された場合の対応は記

付属資料�平成二十一年度�によれ

トワでは館内に皆様からの義援金を

の七尾城があり�その中腹に住吉神

都町の久々茂まで到達したというこ

述されていません�益田市の避難所

波は�万寿の地震��西暦一〇二六年�

お受けするために義援金箱を設置し

社があります�この神社まで登ると

とにな�ており�このことを信じれ

に指定されていますのでこの際対応

ば�グラントワは吉田地区の避難所

たり�売り上げを義援金に寄付する

益田の市街が一望できます�ち��

ば益田の市街地はほとんど�そして

マニ�アルも見直す必要があるので

によりもたらされたものと言い伝え

ボランテ�アの取り組みや東日本大

と木の陰になりますが�医光寺や萬

グラントワが位置する有明町も被害

はないかと思われます�

開設予定場所の一つに挙げられてお

震災災害復旧支援 石見神楽チ�リ

福寺�三宅御土居跡などが連なる旧

を被�ていることになります�

東日本大震災や万寿の大津波のよ

られています�

テ��公演などで被災地の皆様を応

益田からグラントワ市役所益田駅は

東日本大震災や万寿の地震のような

この益田においても約千年前に

援しているところです�お亡くなり

もちろん�遠くは久城中須高津の海

にな�た方のご冥福をお祈りすると

岸まで見とおせます�
住吉神社からこのように益田市街

への準備も大事です�ここ益田市は

ともに�一日も早い被災地の復興を
願�ています�東日本大震災はまさ

を眺めていると�グラントワを含め

益田市地域防災計画�平成二十一年

に�想定外�であり�未曾有�であ

訓として�私たちも大災害への備え

ア� 避難場所�避難路の指定�整備

した�この未曾有の大水害を良い教

昭和五十八年七月に大水害に遭いま

た益田の中心地は意外と海岸から近
度�には次のように記載されていま
�たわけですが�この益田市そして
いということを気づかせてくれます� す�震災対策編�第二章 災害予防
グラントワの�大津波�への備えは
計画・津波災害に対する予防・避難
どのようにな�ているのでし�うか� 実際グラントワから益田川の河口ま
海抜は六�六メ�トルです�

では約四キロ弱そしてグラントワの

を怠らないようにしたいものです�

な都市計画道路�中島染羽線�が通

益田駅前からグラントワまで立派

場所�避難路及び誘導標識等の整備

はどのように行動すべきでし�うか� いのですが��想定外�や�未曾有�

うな大きな災害は起こ�て欲しくな

小 池 隆 之

平成２３年５月２２日

大津波を起こす大地震の時に私たち

三月十一日に東北三陸沖で起こ�

第２９号

能と言えば�石見神楽�と石見人なら

その①�

世界へ発信�石見神楽�
�サウジアラビア編

は憂慮すべき問題でした・・・�寒い

�� あい地球�を担当した私にと�て

響でし�うか？

�ジでしたが�世界的な環境問題の影

サウジは砂漠と暑い国というイメ

ろうとは思�てもみませんでした�

が帰国後に私達を苦しめることにな

向かいました�時差六時間�この時差

に入り�そこで半日休憩し�リヤドに

しんでいる�その結果�益々繁栄して

神楽は伝承している皆さん自身が楽

てしま�ている�その中において石見

行�ている伝統芸能は�どんどん廃れ

が�伝承している皆さんが義務として

�日本の伝統芸能は数多くあります

したのでご紹介させていただきます�

が発表され�その言葉に感銘をうけま

神楽�が選ばれた理由を総合演出の方

介させていただくとして�今回�石見

明治座一�月公演�五月十二日より全

劇団に入団いたしました�四月から�

ております�

ができました事を本当に感謝いたし

に支えられ

手伝�ていただいた方等々�みなさま

ただいた方�当日裏方スタ�フとして

公演の宣伝を他町村・他機関にしてい

ました�当日お手伝いいただいた方�

より�沢山のお客様にご来場いただき

�パンの一員として石見神楽が選ば

本がゲスト国として招かれ�チ�ムジ

で�十七日間に渡る長期間の祭りに日

いう日本の国民文化祭のような祭り

備隊が主催する�ジ�ナドリア祭�と

マ�ケツトに行�て口に合う食材を

サウジには全くありません�ス�パ�

世界的に日本食ブ�ムのはずなのに�

いけるので�食事にも苦労しました�

を獲得しなくても十分に国を営んで

また�お金持ちの国ですので�外貨

島根県石見地方を代表する伝統芸

木原義博

ば誰もが答えると予想される�その�
寒い�雨は降らないと聞いていたのに

いる��

企画広報課

石見神楽�がこの度�サウジアラビア
スコ�ルは降るわで�お陰様でサウジ

れたという大変名誉あるものでした�

買い込んで自炊生活です�ちなみにハ

�次号へ続く・・・・�

難い言葉をいただいた�と感激されて
いました�

まさこ

�舞う 踊る 林祐作と
仲間たち�初企画
イベントグル�プ

豊田

す�

裏方としてがんば�て

てがんば�ていきたいと思�ていま

ワの為に�ボランテ�ア会一丸とな�

地域のみなさまに愛されるグラント

をよろしくお願い致します�

会のみなさまの絶大なご支援�ご協力

したいと思�ています�ボランテ�ア

様の為にも喜んでいただける企画を

ラントワを愛してくださいますお客

また�これからイベント部会は�グ

とうございました�

してお礼申し上げます�本当にありが

とのことでしたので�この場をお借り

のみなさまによろしくお伝え下さい

です�林祐作本人からボランテ�ア会

卵として日々指導されているみたい

いるとのことでした�まだまだ役者の

ていただいたことが�大変役に立�て

います�グラントワの舞台に出演させ

国ツア�等

林祐作君は�三月二十一日に上京し�

大盛況にて終わること

で公演を行いました�今回の公演はア
風邪を引いてしまいました�

ジ�ナドリア祭の会場は砂漠の中

イオクガソリンが一リ�トル三十円�

参加された若いメンバ�の方も�有

ブド�ラ国王が長官を務める国家警

に�年に一度�この祭りを行うためだ

五○○ＣＣのミネラルウ��タ�が
です�また�宗教上の問題でし�うか

けに広大な敷地にパビリオンがいく
十七日間ず�と同メンバ�で行う

？お酒は一切呑めません�豚肉もだめ

三月十九日に行われました�グラン

五○円�ガソリンより水が高い国なの

ことは困難であること�そして�石見

です�醤油にはアルコ�ル成分が入�

トワボランテ�ア会プロデ��ス

つも作られたものです�

神楽と一言でい�ても地域によ�て

ているので持込禁止 ��しかし�ス�

少しずつ初夏の空気が感じられる

その芸風が異なることから�今回は益

パ�にはキ� ○○マンの醤油が売�

ランテ�ア会のみなさまのご協力に

頃となりました�

田チ�ムと浜田チ�ムで前半と後半

夢応援プロジ�クト�舞う
文字数の関係で公演には触れるこ

踊る 林
てありました？？

四月十日に益田を出発し�関西空港

とが出来ませんでしたので�次号で紹

を担当しました�

祐作と仲間たち�の公演に於いて�ボ

から空路十時間三十分かけてドバイ

益田糸����人形
東京上演！
情報発信������
三浦 圭子
二月十六日�水�県指定の無形文化
財で�明治期から続く益田糸あやつり
人形を今に伝える益田市の益田糸あ
やつり人形保持者会が�東京都渋谷区
の国立オリンピ�ク記念青少年総合
センタ�で開かれた�全国公立文化施
設ア�トマネ�ジメント研修会�にて
上演をしました�公立の文化施設の関
係者が�地域の伝統文化をどのように
振興・発展させるかを話し合うもので�
文化庁などが毎年開いているもので
あります�伝統芸能を積極的に支援し
ている県芸術文化センタ�・グラント
ワ�いわみ芸術劇場�の報告・講演が
あり�その実演の為に上演をしました�
演目は�益田でもよく演じる�生き別
れた親子が再会する物語の�傾城阿波
の鳴門 巡礼の段�など３演目を披露
しました�私も参加させて頂きました
が�東京での上演ということもあり�
どのような感想を抱かれるのかと心
配し�大変な緊張感の中での芝居でし
た�しかし無事に終了し�拍手が聞こ
えた時には�なんとかやり終えたとい
う安堵感がその苦しさを消し去りま
した�終了後�研修会に参加された
方々は�益田の糸あやつり人形に興味
を持たれ�実際に人形を操られたり�
写真を撮られたり�また質問をされた
りもしました�私にと�て�とてもよ
い経験をさせて頂けたと感謝してい
ま す�
益田糸あやつり人形が伝わ�たの
は�明治二十年くらいと言われていま
す�人形も古く大変貴重なものです�

東京の結城座や竹田座に現存する改
良されたものとは異な�ており�古い
形態をとどめたまま上演されるのは�
わが国で現在上演されている糸あや
つり人形の中で�唯一無二のものと言
われています�
昨年から�文化庁の支援事業の一環
として�人材育成特別プログラムが組
まれ�人形操作�義太夫・三味線�人
形製作�衣装製作�結髪の講習が行わ
れています�東京から一流のプロの先
生に来て頂き�教わ�ています�その
中にはボランテ�アの方も参加され
ています�保持者会のメンバ�は�先
生からの教えを熱心に学び�日々研鑽
している所です�一時は衰退しかけた
益田糸あやつり人形ですが�今では２
０歳代の若者も入り�活気づいてきて
います�私たちは�仕事を持ちながら
週１回の稽古をしています�プロのよ
うには出来ませんが�少しでもお客様
に�人形が人間であるかのように動き�
気持ちが伝わるような芝居をしたい
と頑張�ています�年に４回定期公演
を行いますので�公演の際には是非足
をお運び�その成果をご覧頂けたら嬉
しく思います�楽しんで見て頂けたら
と思�ております�どうぞ宜しくお願
い致します�

�������
����展
島根県立石見美術館
主任学芸員 河野克彦

�スウ�ンギン・ロンドン 50’s-60’s
�
は�当美術館で今年の夏に開催する展
覧会です�ビ�トルズやミニスカ�ト
のツイ�ギ�が登場し�若者文化の発
信地にな�たロンドンは�当時�スウ
�ンギン・ロンドン�と呼ばれたので
す�この展覧会は�普通の美術の展覧
会とはひと味違い�ギタ�や衣装等も
展示します�当館で所蔵するドレスも
展示しますし�ロ�クバンド�レ�ド
ツ��ペリン�のギタリスト�ジミ�・
ペイジ本人からお借りしたギタ�や
ステ�ジ衣装は�大変貴重です�
一九五〇年代�六〇年代のイギリス
の若者文化がテ�マの本展では�その
他に�車やバイク�家具�食器�家電
製品など�当時の日常生活に使われた
ものを紹介します�イギリスは戦勝国
でしたが�第二次世界大戦は大きな痛
手で�こうした工業製品によ�て一足
先に豊かな消費文化を築いていたア
メリカの生活に�若者は憧れていたの
です�
展示する作品は�ほとんどがイギリ
スから来ますが�それらが作られた国
はさまざまです�例えば�スク�タ�
のベスパはイタリアですし�ブラウン
の電気カミソリはドイツのもの�北欧
の家具もあります�そして日本の製品
もいくつか登場します�ソニ�のトラ
ンジスタラジオ�ホンダのバイクが代
表的なものでし�うか�戦争に負けた
日本が�わずかな期間で復興を遂げ�
当時すでに優れた製品を輸出できる

ようにな�ていたのです�私がまだ生
まれていない頃から日本の製品が海
外で高く評価されていたのを�作品に
よ�て目の当たりにすると�感慨深い
ものがあります�
それから�今回の展覧会は�福島県
の郡山市立美術館が中心にな�て企
画し�全国巡回している展覧会です�
三月の震災によ�て現在休館してい
る郡山市美の担当の方から�科学技術
に対して大きな信頼があ�たこの時
代に�あの福島第一原発が計画�建設
され始めたという事実を聞ききまし
た�東北地方の一日でも早い復興を願
いながら�ひとつの転換期だ�たこの
時代から�わたしたちの社会のありか
たをあらためて見直すべきなのかも
知れないとも思います�

一度���������？

映画������ 八木雄治

益田地域だけでなく�近隣地域また
他県の方々にもご好評頂いているグ
ラントワシアタ��
毎回�上映される映画をとても楽し
みにされている方もたくさんいら�
し�ると聞いています�そんなグラン
トワシアタ�の運営の一部をお手伝
いさせて頂いているのが�映画ボラン
テ�アグル�プです�主な活動は�上
映する映画の選定�ポスタ��チラシ
等の作成や配布�上映当日会場でのチ
ケ�トもぎりなどです�第一・第三火
曜日の午後七時からグラントワ内の
会議室で和やかな雰囲気でや�てい
ます�例えて言えば�映画好きな人が
集ま�た高校の部活動のような感じ�
とでもいいまし�うか�ですから気楽
な気持ちで一度グル�プ活動をのぞ
いて見て下さい�そこに新たな発見が
あるかもしれませんよ�グル�プのみ
んなが心よりあなたの参加を待�て
います�

雪舟さんが屏風に
画を描く
室町文化フ�ステ�バル開催
五月四日と五日�室町文化を現代に
よみがえるイベントが今年も盛大に
開催され�多くの来館者で賑わいまし
た�今回のテ�マは�舞い・装い・益

然たる業績を残しました�雪景色の中
を飛来する白鷺は雪舟自らの姿であ
りまし�うか�硯の水をためる部分に
舟を浮かべて�水墨の世界を旅して明
国は洞庭湖にまで遊びました��
＊＊＊＊＊
室町文化フ�スタのイベントの中
から一部を紹介します�

ん�中庭の舞台に雪舟さんに関する漢

慕情 ��公道流島根県吟詠連盟の皆さ

まずはオ�プニングの構成吟�雪舟

文化フ�スタふれあいかるた体験�も

大会���雪舟さん音頭�など ��室町

ども奴��
�子ども神楽��
�子ども囲碁

ジした�華道展�
�お茶席�など�
�子

食�
�展示�試食��室町文化をイメ�

益田家文書を基に再現した�中世の

詩が書かれた大きな六曲�枚�の屏風

田の中世文化の創造�です�

が用意されました�
濱村

木村
一城

一城

晩翠
作�大喜庵�

作�四季花鳥図屏風�

作�雪舟像�

者がありました�

めの�映画ドラえもん ��沢山の入場

開かれました�

濱村

グラントワ・シアタ�は子どものた

尺八と琴の伴奏で漢詩の朗読�吟詠�

すらすらと描きあげました�拍手喝采

葦の舟�の俳句の内容を一枚の屏風に

た こ と で す �� 雪 の 中

白鷺わたる

ん�が登場して�屏風に水墨画を描い

もある濱村一誠さん扮する�雪舟さ

圧巻はこの中ほどで漢詩の作者で

雪舟ゆかりの益田�室町時代のロマン

いろのお店が出展され�賑わいました�

りました�盆栽店もありました�いろ

福優さんの�和太鼓演奏�も定番とな

ぶすな�の舞�が披露されました�今

でした�五日にはお馴染みの�産土�う

�ン 世界の絵本をめぐる旅�が人気

美術館では�ちひろ美術館コレクシ

でした�ここで�漢詩�四季花鳥図屏

ある町をいつまでも誇りに持ち続け

剣舞�詩舞が演じられました�

風�の解釈を掲載します�

飯塚哲也�

てゆきたいものです�
�情報発信ボランテ�ア

�画聖雪舟はここ大喜庵を終焉の地
として�代表作四季花鳥図屏風等の歴
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グラントワの正面入り口から駐車
場に向かう途中�東側外壁の植樹にハ
ナミズキが三株あるのをご存じでし
�うか�この春も薄紅色の綺麗な花が
石州瓦の壁面を背景にとても鮮やか
に咲いていました�でも普通�私たち
に花弁と見えるのは�実は総苞片�そ
うほうへん�という葉にあたる部分で�
花は中心部に小さく目立たず集ま�
ています�益田市内でも最近はハナミ
ズキがあちらこちらで見られますが�
次の機会に観察してみるのもいいで
すね�ハナミズキといえば七月の初の
グラントワ公演が待たれる一青窈の
代表曲です�祈りにも似た詞と美しい
音階の素敵な歌ですね�彼女は自身で
作詞をしますが�美術館で展覧会を巡
るときに�よく詞が浮かぶそうです�
リハ�サルの合間に石見美術館を散
策し�新しい詞が生まれたなんてこと
も・・・�同じ七月も夏休みに入りま
すと�グラントワ初の平原綾香コンサ
�トがあります ��マイ・クラシ�ク
ス�の三枚のアルバムは�クラシ�ク
の名曲のメロデ��に詞をつけて想
いを託す曲の数々です�フ�ギ�アス
ケ�トやテレビコマ�シ�ルなどで
聴き覚えのある歌がたくさん聴けま
すね�
この夏のグラントワも様々に彩ら
れます�一青窈�平原綾香の二人は老
若男女�フ�ン層の広いことでも共通
しています�是非楽しんでみて下さい�

�陽窈�

