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若槻真治・いわみ芸術劇場館長に
“和歌山”
について語ってもらいました

●「グラントワのおすすめ」

  益田糸操り人形、7 年ぶりの演目上演！

イベントカレンダー

ゴールデンウィークも
全日開館！
（ 4╱28 ～ 5╱6）

2018 年 4 月 〜 6 月

石垣栄太郎《街》 1925（大正

和歌山県立近代美術館コレクションの
濃厚な逸品、
登場。
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」について、担当学
芸員の左近充直美さんに見どころをききました。
で、扉を開けるような気持ちで

した「特別展 明治 150 年記念

先に進んでいくごとに、気づき

水彩画家・大下藤次郎展」
（2018

や感動など、作品を見る人のそ

年 2 月 10 日〜 3 月 25 日）が開

れぞれの感覚がひらいていくこ

催されることになり、それがきっ

とを期待しています。

かけとなって、先方からも、大

14

）年 油彩・カンヴァス 和歌山県立近代美術館蔵

で当館のコレクションを中心と

特に佐伯祐三や石垣栄太郎、

変貴重な所蔵作品をたくさんお

川口軌外の濃厚な作品群は必見

借りすることがかないました。

です。
彼らは西洋に学びつつも、

どのような内容になるのですか？

画を追求し、奮闘した洋画家た

借りものではない日本独自の洋

川口軌外《少女と貝殻》 1934
（昭和 9）
年 油彩・カンヴァス 和歌山県立近代美術館蔵

日本の近現代美術（モダン・

ちですが、その油彩作品が一堂

最後に、この展覧会のみどころ

アート）の珠玉の作品が集まり

に並ぶと圧巻です。彼らが生き

を教えてください。

ます。今回はこの「モダン・アー

た時代の空気が色濃く感じられ

珠玉の作品群をお借りしてい

ト」へのはじめての出会いとい

ます。また和歌山は、田中恭吉

るので、ひとつひとつの作品が

うことを意識して、絵画作品を

や逸見享、浜口陽三など、多く

全部みどころです。よく知られ

中心に、明治から平成までの幅

のすぐれた版画家を輩出してい

たメジャーな作家から、あまり

遠く離れた和歌山県立近代美術

智の滝で有名な熊野や高野山、

広い時代の作品を網羅した構成

ることでも知られていますし、

知られていない作家まで多彩で

館の名品が、なんとこの益田で

吉野・大峯といった紀伊山地の

を考えました。そのため、日本

彫刻では保田龍門と保田春彦、

す。美術史上の名品も含みます

見られるのですね。

霊場と参詣道がユネスコの世界

の近現代美術をそれほど詳しく

建畠大夢と建畠覚造のように父

が、それだけではありません。

遺産に登録されており、古い歴

は知らないよ、という人でも、

子二代にわたって日本を代表す

知らない作家や作品は是非この

そうです。島根県からみると
和歌山県は、普段なかなか気軽

史が息づく土地柄です。また海

とてもなじみやすく、入りやす

る彫刻家たちが活躍しており、

展覧会を機に知ってほしいと思

に行き来できる距離にありませ

や山、川や滝など豊かな自然に

い内容になっています。章立て

いずれも質量ともに充実したコ

います。
好き嫌い・合う合わない。

ん。電車で行くとなると最短で

囲まれていて、島根県ととても

に沿って時代を追っていくので

レクションとなっています。今

それぞれが抱く感覚でよいので

も片道 6 〜 7 時間はかかってし

似ているところがあるのです。

はなく、アートとの出会いの場

回はこれらの作品をじっくりご

す。豊かなひとときを濃厚な逸

面を 5 つの扉になぞらえた構成

堪能いただこうと思います。

品でお楽しみください。

まいます。しかし和歌山は、那

今回、和歌山県立近代美術館

世 界 最 高 峰 の 名 器 と 名 手 た ち が 奏 で る 至 極 の 時 間︒

ストラディヴァリウス

サミット･コンサート 2018

誕生から 300 年以上︒
名匠の手から生み出された
最高峰の弦楽器
〝ストラディヴァリウス〟
︒
その名器ストラディヴァリウス 丁と
ベルリン・フィルのトップメンバーによる
夢の饗宴が︑この春グラントワで実現します︒
メンバーの 人であるマシュー・ハンターさんに︑
ストラディヴァリウスが持つ魅力や
今回のプログラムについてお聞きしました︒

1

11

ました。ホールの素晴らしさ
とこの地域では馴染みの薄い
バレエを間近で感じてもらい
ストラディヴァリウスの

プログラムの前半では、

魅力はどんなところで

ドイツ、
北欧、
スペイン、

すか？

ルーマニアの音楽作り

ストラディヴァリが

います。音楽は個性と場所を

していますが、私たちはその

伝える力があり、ストラディ

中から1672 年製の「グスタフ・

ヴァリの残した楽器でこれら

マーラー」と1734 年製の「ギ

のコントラストを示すことが

ブソン」の 2 挺を演奏します。

出来たらと思っています。

病気や戦争、

島根の皆さん

あるいは単なる

のもとに訪れる

感 染 症 に よっ

ことを 本 当 に

て、40 歳 に な

嬉しく思ってい

る前に亡くなっ

ます。大都市か

てしまうような

ら離れた場所で

人々がたくさん

だく機会はそう多く

トラディヴァリは 90

はなく、山や島、日

歳を超えるま

本海を見れる

で 65 年 以 上

のが楽しみ

にもわたり楽

です。私たち

グラントワは、アーティス

昨年は「ミューシア」という

トにとって素晴らしい環境で

グラントワの事業に関わらせ

あると共に、地元の若いアー

て頂き、初めてパフォーマン

ティストの育成にも貢献でき

スの演出を手掛けました。題

る施設です。私もグラントワ

材は、バレエをこよなく愛し

からバレエや芸術の発信に貢

た絵本作家エドワード・ゴー

献できたらと思います。島根

リー。大ホール客席を背景に

県西部から芸術を発信してい

お客さんごとステージ上に配

くことが私の目標です。

置するという大胆な演出にし

［Balletto Benessere 代表

田中美礼］

2018 年 5 月13日
（日）
浜田市世界こども美術館

その長い

に住んでい

生涯を捧

るのです

げ、 木 に

が、山、島、

情熱を注

※開場・開演時間は、決まり次第、HP 等でお知らせします。

6 月3日に開催する「ストラディヴァリウス

より多くのお客様に知っていただき、楽しんでもらいたいという想い

ても離 れ て

ストラ ディ

から、プレ企画としてグラントワ弦楽合奏団によるミニコンサートを

います。スト

ヴァリのスタイル

開催します。弦楽器の豊かで温かな響きとともに素敵なひとときをお

ラディヴァリウス

は美の象徴を定義しまし

過ごしください。
コンサート終了後には楽器体験コーナーもあります。

を皆さんにご紹介するこ

たが、その完璧な創作物を思い

サミット・コンサート

2018」
。世界最高峰の名器と名手たちによるこの贅沢なコンサートを

海からはと

いだのです。

プレ企画

「グラントワ弦楽合奏団
ミニコンサート」

は ベ ルリン

［料金］無料

とと、私たちの音楽への愛と献

浮かべる時には特に、
彼は
“超人”

身を伝えるというミッションを強

のように思えます。

く感じています。私たちを呼ん

プログラムの聴きどころを教え

ます（Arigato gozai masu）
」！

でくださり、
「ありがとうござい

【シュート棒】

てください。

手の届かないような高い位置にある照明の調

私たちには哲学があります。

整に欠かせない道具が「シュート棒」です。

すべてのメンバーがソリストとし

棒の先端を使って、あかりを照らす向きを調

て演奏することによって、聴衆

整します。この棒は伸縮可能で一番長い状態

の皆さんにそれぞれのストラディ

だと7ｍもあります。用途によって異なる照

ヴァリウスが持つ声を聴いていた

明の形を覚え、どの位置に棒を当てるとうま

だくことです。4 挺の異なるヴァ

く調整できるのかを把握するには経験と技術

イオリンでヴィヴァルディの「四

が必要です。

季」の春夏秋冬を演奏します。

開場13:30 ／開演14:00

いわみ芸術劇場
小ホール
チケット
好評
発売中

益田

次回は
「スピーカー」
です。

© 満田聡

100周年
童謡誕生
直す童謡

島根県無形民俗文化財指定

見つめ
〜今、

1,000円［会員 800円］

入 場 料 一般当日 1, 200円［会員 1,000円］

の魅力

益田おやこ劇場連携

人形劇団 むすび座

〜

ワ公演
グラント

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。明治時代から脈々と
受け継がれてきた熟練と伝統の技をご堪能ください。

（日）
2018年3月18日
いわみ芸術劇場小ホール

開場 13:00
開演 13:30

演 目 寿三番叟／三十三所花の山 壷坂寺
沢市内の段、山の段、谷間の段／山本一流獅子の一曲

入場料
一般

※全席自由・税込

500円［会員400円（前売・当日同料金）］

子ども
（高校生以下）無料

■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

ラ

ン ト

ワ

ジュニアコーラス

2018年 月

フレンドシップコンサート 〜つなぐ〜

いわみ芸術劇場
大ホール

フェスティバル 2 018

3月25日（日）

2018年

いわみ芸術劇場大ホール
開場13:00／開演13:30

チケット
好評
発売中

入場料［全席自由・税込］※大人・子ども同料金 ※未就学児無料
前売

500円［会員 400円］

出演団体

揮】加藤幹雄
（島根県オーケストラ連絡協議会長）
【ゲスト】東京アーティスツ合奏団
【演奏曲】
コレルリ
「クリスマス協奏曲」、
シュトラウス2世「こうもり序曲」、エルガー
「愛の挨拶」他

高校生以下無料

きました。

バレエ教室を始めて約 2 年。

ストラディヴァリウス
サミット・コンサート 2018

器の製作に

チケット
好評
発売中

※3歳以下のお子様のご入場はご遠慮願います。

身近に感じてもらうことがで

演奏させていた

いた時代の中で、ス

第7回 定期演奏会

［全席自由・税込］

を経て帰国し、グラントワで

します！

がわかっています。

でき、地元の方にもバレエを

イ タリア で の バ レ エ 人 生

メッセージをお願い

た楽器だということ

グ

一般前売

私とバレエとグラントワ

最後に、島根のお客様に

中で最初と最後に作られ

今年も
「東京アーティスツ合奏団」をゲストに迎え、
弦楽が奏でる豊かな響きをお届けします。

【指

新しい境地に踏み出すことが

それぞれ現存するヴィオラの

糸操り人形

3.11

ア」で、私は舞台演出という

の自然な様式を表現して

残したヴィオラは 8 挺が現存

平成29年度 文化庁 劇場・音楽堂等活性化事業

2018.

たかったからです。
「ミューシ

当日

5 18

開場18:00／開演18:30

入場料［全席自由・税込］
前売
会員

2,600円／当日 2,800円
2,300円［前売・当日同料金］

※大人・子ども同料金 ※3歳以下無料（ただし無料入場券が必要）

700円［会員 600円］

ゲスト：むさし野ジュニア合唱団「風」
グラントワ・ユース・コール／益田市立安田小学校・吉田小学校・
高津小学校合唱部合同ユニット
「リトル☆スターズ」／石央文化
ホール浜田少年少女合唱団／みすゞ少年少女合唱団／みよし
KIRIRI児童合唱団／ IJC岩国市ジュニア合唱団

（金）
日

「考えよ! 決めるのは君だ！！」
3月1日
（木）
チケット発売

ある日、魔法のランプと不思議な腕輪の力で大
金持ちになったアミン。わがままで思いやりのな
い人間になってしまったアミンは王様の怒りを
買い、魔法のランプも最愛の母親も何もかも、
奪われてしまいます…。アミンは、母親を救い
出すために再び立ち上がります。

和歌山
中上健次
熊野

僕にとって熊野は最初から異界
だった。新宮に行った旅、新宮
や那智から熊野川をさかのぼっ
て本宮まで行った旅、西側の田
辺市から本宮経由で新宮まで紀
伊半島を横断した旅と、これま
で熊野を訪れたのは三回で、し
かも十 分 な 余 裕 のない 短 い 旅
だった。だが、熊野川の豊かな
水の流れ、
紀伊山地の森の深さ、
少しだけ歩いた熊野古道の霊性、
そして熊野本宮、那智大社、速
玉大社、補陀洛渡海、紀勢本線
熊野本宮

©Shinji Wakatsuki

厳倉神社・石段

©Shinji Wakatsuki

の車窓から見た枯木灘など、さ
すがに修験道の聖地。忘れられ

益田糸操り人形

企画展「モダン・アートに出会

と思いながら学生時代には中上

らそこは闇の世界。呪術的な世

う 5 つの扉―和歌山県立近代美

健次をよく読んだ。新宮にも行っ

界。暴力的というイメージがあっ

術館名品展」にちなみ、いわみ

た。中上健次はしばしば
「路地」

た中上のように、理屈ではなく、

路 の参詣道をゆっくり歩いてみ

芸術劇場館長に就任してまもな

を描いたが、
「路地」とはただ単

エネルギーの塊が爆発する時を

たい。よさそうな温泉もあるし。

く1年を迎える若槻真治さんに、

に和歌山の、あるいは中上の出

待っている。だが、そのような

“和歌山”について語ってもらい

身地である新宮の「路地」のこ

場所だから聖なのだ。一番美し

この物語は、目の見えない

とではなくて、日本中にある「路

い花が咲くのだ。地上の聖や美

沢市とその女房・お里、観音

地」
、世界中にある「路地」のこ

は、地下と「路地」とひと続き

の世を去った小説家の中上健次、

とであった。それが根っこのよ

なのだ…。と言うような小説だっ

若槻真治

そして熊野を思い出す。

うに地中深くで結びついている。

たような気がする。今、必死で

グラントワ副センター

実際に逢ったことはないが、

世界中にあるわけだから地下は

思い出しているのだけれど。

逢って話をすれば一番バカにさ

「路地」の根っこでぐじゃぐじゃ

中 上 の 影 響 な の か、 折 口 信

になっている。地下の世界だか

夫の影響なのかわからないが、

ました。
「和歌山」と聞くと、46 歳でこ

れるタイプなのだろうなあ僕は、

ないものがたくさんある。
おお へ

ち

ち

なか へ

ち

こ

三十三所花の山

へ

いつか大 辺路、中辺路、小辺

壷坂寺

沢市内の段

7 年ぶりに上演！

様が登場するお話です。今回
の公演では、2 人の生活を描

SHINJI WAKATSUKI
長を最後に島根県職員
退職。2017 年 4 月いわ
み芸術劇場館長に就
任。島根県雲南市三刀
屋町出身。

いた「内の段」
、壷坂寺に目が
開くようにとお参りをするも、
2 人とも身を投げてしまう「山
の段」
、命を亡くした 2 人の元
に観音様が現れ、再び生を授
けられる「谷間の段」の 3 つ
の段を上演します。

コレクション展

「内の段」を上演するのは 7

「 □△〇

年ぶりで、現在の保持者会メ

– まるさんかくしかく–」

ンバーは、まだ演じたことが

5月23日
（水）
〜 7月16日
（月・祝）
会場：展示室 A

ありません。東京や京都から
プロの講師を招き、義太夫・
三味線・人形遣いを新たな配
役で練習しています。

ダゴベルト・ペッヒェ《ブローチ》
1916 年

3 つの段を続けて上演する

当館蔵

学芸課長
コレクション展 「□△〇 – まるさんかくしかく–」について、
担当学芸員の廣田理紗さんにきいてみました。

のは今回が初めてのことです。

南目美輝

きっと、物語全体の流れもよ
くわかるはず。ぜひ、本公演

小 花 模 様 を 織り込 ん だ ベー

をお楽しみください。

ジュ色の絹のドレス。ヨーロッ

Q1，
「□△〇」
、
これは「まるさんかくしかく」と右から読むのですか？
せんがい ぎ ぼん

パで作られたものです。身頃前

そうです。禅僧の仙厓義梵が描いた同名の作品（出光美術館蔵）

面に細かなひだ飾り、襟とスカー

が知られていますが、それは墨一色で（右から）○△□を描き出し

トの裾にはスカラップ、つまり

作者不詳
《女児用ワンピース・ドレス》
1880 年頃

当館蔵

たもの。その単純な形態を巡って、様々な解釈がなされ、議論の対

ホタテ貝の貝殻のかたちの縁飾

は 19 世紀後半に「子どもらしさ」

象となってきました。世界を構成する要素の表現だ、とか、宇宙の

りが施されており、上品でかわ

に特別な価値が認められはじめ

ことだ、とか色々な意見があります。
これを展覧会名に据えた展示では、○、△、□の形が見いだせる
作品を選抜しご覧いただきます。

整理された形がどのように使われているかに注目することで、見
えてくる魅力や面白さを発見いただきたいです。

益田糸操り人形
Masuda Itoayatsuri Ningyou
1887
（明治20）
年頃東京より伝えられました。

いらしい印象を与えます。服は

ます。子どもへのまなざしが変

それに合うマネキンのサイズか

化したことを受けて、それまで

ら、4 歳前後の女の子が着てい

「大人の服のミニチュア」として

ンチの人形の各所に13 〜 18 本ほどの糸が

作られていた子どもの服は、そ

人形に微妙に動きを与えるもので、益田糸

たと考えられます。
Q2，それは興味深いですね。年齢を問わず楽しめそうです。

※公演の詳しい情報は広告欄をご確認くだ
さい。

こうした子ども服ですが、実
はそれほど古くから作られてい

の身体的特徴や動きやすさに配
コレクション展
慮した「子ども服」として、そ

たわけではありません。西洋で

※「美術館にきいてみよう」参照

この演 奏は、人 類の耳が知る、最 高の演 奏かもしれない。

5月23日（水）〜7月16日（月・祝）

のジャンルを確立させました。

コレクション展

人形操者、太夫、三味線、後見の 4 役で上
演されます。人形の操法は、遣い手が高さ
1.5 メートルの歩み板の上から、丈約 70 セ
繋がった、四つ目と呼ばれる手板を使って
操り人形のように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
いる糸操り人形の中で唯一無二のものとさ
れています。

余白の美

4月4日（水）〜5月21日（月）
3月18日
（日）
チケット発売

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）
竹内栖鳳《藤花蕣花群犬図》
（左隻、部分）1898年

※「美術館にきいてみよう」参照

コレクション展

森英恵

2月28日（水）〜5月7日（月）
コレクション展

小さな宇宙

5月9日（水）〜7月16日（月・祝）
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根付

根付は、手のひらに収まる小宇宙のように美しく繊細です。
今回はその構造上の秘密や、造形にみる自然観をテーマに
石見根付を紹介します。

富春《鮑に蟹》1795年

2018

SUN

開場
開演

14:30
15:00

誕生から 300 年以上。名匠の手から生み出された最高峰の
弦楽器 “ストラディヴァリウス”11 丁とベルリン・フィルのトップ
メンバーによる夢の饗宴が、ここ島根・益田で実現します。

［入場料］※全席指定・税込 ※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

S 席 7,000 円［会員 6,500 円／学生 3,500 円］※学生：
A 席 6,000 円［会員 5,500 円／学生 3,000 円］ 小学生以上
高校生以下
B 席 5,000 円［会員 4,500 円／学生 2,500 円］※当日各 500 円増

いわみ芸術劇場 大ホール
シューベルト：5つのドイツ舞曲 D90より 第1番 ハ長調
グリーグ：組曲「ホルベアの時代より」作品40

伝統音楽：スペインのフォリア バルトーク：ルーマニア民族舞曲
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集
「和声と創意の試み」
より
「四季」作品8
※曲目は一部変更となる場合がございます。ご了承ください。

コレクション展

おしゃれを描く

ファッションプレートにみる女性の装い
3月16日（金）〜4月23日（月）
コレクション展

ランバンと子どもの装い
4月25日（水）〜6月4日（月）

※「The Collection わたしのおすすめ」参照

ピエール・ブリソー
《ジャンヌ・ランバンのテーラード・スーツと子ども服》
『ガゼット・デュ・ボン・トン』より 1920年

・いつもすばらしい展示をありがとうございます。エドワード・ゴーリー、すごく良かったです。線のリズムや柄、キャラクターがおしゃれで、スケッチブックの中も見れて中身の濃い展示でした。
（30 代 女性／企画展「エドワード・ゴーリーの優雅な秘密」
）
・とても質が高く、県内外からの出演者のさまざまなジャンルの演奏を聴くことができて、大変満足しました。それにグラントワはよく響いてよいですね、改めて歌・合唱の良さが感じられました。
（20 代 男性／
「グラントワ・カンタート2018」
）
・映画の結びで「海よりも深い愛」と言われましたが、真にその通りです。それ以上に大きな感動をいただき、心豊かな気持ちになりました。
（70 代 女性／グラントワシアター
「ライオン 25年目のただいま」
）

Grand Toit Event Calendar
2018.04—06
イベントカレンダー

編

ミューシア vol.4
「エドワード・ゴーリーの
優雅ないたずら」

大ホール
月／日

催し物名

問い合わせ先

青少年健全育成・社会福祉支援チャリティー
第14回 スーパー神楽選抜競演大会

益田ライオンズクラブ
0856-23-4111

4／ 22
（日） 14:00〜

竹田恒泰 講演会

国際ソロプチミスト益田
（塩田）
0856-23-6253

5／

チャリティーコンサート
100人の吹奏楽

100人の吹奏楽実行委員会
0856-24-2430

5／ 27
（日） 14:00〜

第8回 ふれあいコンサートin益田

ふれあいコンサートin益田実行委員会
090-3179-8816

6／

益田高校文化部総合公演
Mass-tiva 2018

島根県立益田高等学校
（橘）
0856-22-0044

4／

時間

1
（日）

9:00〜

6
（日） 14:00〜

9
（土） 13:30〜

■去年も書きましたがこの号が
完成する日は自分の誕生日！ そ

グラントワを主な活動拠点に

う思うと1 年があっという間で

するグラントワフランチャイズ

す。日々大事に過ごしていかな

団体では、一緒に活動してくれ

［M.A］
いとなと思います。

るメンバーを広く募集しています。

■愛犬が 20 歳になりました。人

◎島根邦楽集団

間でいうと96 歳くらい？ 若い犬

◎グラントワ弦楽合奏団

も良いですが老犬ならではの、

◎グラントワ合唱団

おっとりとした動きも、とても魅

各団体の詳しい内容は、以下

月／日

4／

時間

催し物名

「ライト・イット・アップ・ブルー」キャンペーン映画会
ぼくはうみがみたくなりました

8
（日） 14:00〜

4／ 29
（日） 13:30〜
5／

問い合わせ先

5
（土） 5日18:30〜
6日①12:00〜
6
（日）
②16:00〜

力的ですよ！［Y.Y］
■体重 26㎏の 7 歳の息子をなん

の URL からご覧ください。

とか肩車。下りた後、息子はそっ

http://www.grandtoit.jp/group_member/

と私の肩をトントンしてくれま

当日の様子

小ホール

記

■フランチャイズ団体・

◎グラントワ・ユース・コール

企画展「エドワード・ゴーリー

後

団員募集中！
Museum×Theater：

4月〜6月

集

した。ありがとう。母さん頑張
■教養講座・受講生募集中！

［T.Y］
るね。

の優雅な秘密」の開催に合わせ

グラントワで定期的に開講さ

■今年42歳になる。
本厄かと思っ

て、絵本作家エドワード・ゴー

れている以下の教養講座では、

ていたら、後厄だと教えてもらっ

あゆみの里
0856-31-5100

リーを 題 材 に 制 作し た 新 作 パ

受講生を募集しています。

た。意図的に不摂生を繰り返し、

ピアノ発表会

蔵田 順子
090-6409-0274

フォーマンスを披露しました。

◎ M・Y・Z（ジャズダンス）

どれだけ平気かチャレンジして

第1回 河合宥季舞踊公演

河合宥季益田支援会
（秋田）
090-3371-9545

演 出 を 手 が け た の は、津 和 野

（フリースタイルダンス）
◎ INFINITY

［I.T］
みようと思う。

町を拠点に活動するバレエダン

◎やさしいヨガ＆ストレッチ

エム

ワイ ズィー

インフィニティー

5／ 25
（金） 19:00〜

あびこめぐみ feat.IKUO
Live in グラントワ 2018

池田
0856-22-3583

サーの田中美礼さんです。ゴー

5／ 27
（日） 14:00〜

池田怜士ソロと2台ピアノによる
コンサート
（仮称）

◎ Balletto Benessere

リーが大好きだったバレエに朗

（バレエ・ピラティス）

6／

3
（日） 13:00〜

舞踊発表会

千波 一紫乃
0856-28-0301

読、音楽を組み合わせて彼の独

6／

12:00〜
平成30年度
7
（木）
（展示12:00〜16:40） 益田高校SSH課題研究発表会

島根県立益田高等学校
（福満）
0856-22-0044

特の世界観を舞台で表現しまし

の URL からご覧ください。

た。この公演の客席は大ホール

http://www.grandtoit.jp/etc/766/

（株）
ショーンキャプチャー（日高）
03-5364-9016

15:00〜
6／ 16
（土）
（予定）

吉岡駿 ピアノリサイタル

吉岡 良平
048-463-9828

6／ 17
（日） 13:30〜

エレクトーンフェスティバル2018
ソロ部門店別大会

宮内オリエント商会
0856-23-0755

バ レ ッ ト

ベ

ネ

ッ

セ

レ

■開館
（利用）
時間

※グラントワは8:45から開館

各講座の詳しい内容は、以下

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

翌平日休館）
■休館日（祝日の場合開館、

※催しに合わせて休館日を変更する場合あり。

の舞台上に設営され、お客様は
間近で展開するパフォーマンス

■グラントワボランティア会・

に魅了されていました。

会員募集中！

石見美術館 毎週火曜日／年末年始
※平成30年5月1日
（火）
は臨時開館します。
いわみ芸術劇場

第2・第 4火曜日／年末年始

グラントワを様々な場面で支

多目的ギャラリー
月／日

時間

えているグラントワボランティ
催し物名

問い合わせ先

3／ 31
（土） 31日13:00〜19:00
4／ 1
（日） 1日 9:30〜16:00

ナリスAIAIフェア

株式会社ナリス化粧品 中国営業部
090-6204-7585

4／ 28
（土） 28日9:00〜18:00
29
（日） 29日9:00〜16:00

えびね蘭展

石見えびね会
（石田）
0856-23-1290

5／ 16
（水） 19:00〜

毛利治郎グラントワライブ

岡田 正隆
090-8993-9654

5／ 31
（木） 9:00〜17:00 第21回 しまねの農村景観フォトコンテスト
（初日13:00から、
〜6／ 6
（水） 最終日16:00まで） 入賞作品展・表彰式
6／ 7
（木） 9:00〜18:00
〜10
（日） （最終日17:00まで）

第40回記念
島根県独立書人団益田支部書展

6／ 14
（木） 15:30〜

大学・短期大学・専門学校 進学相談会

6／ 16
（土） 13:00〜

益田市情報モラル研修会

島根県農林水産部農村整備課
0852-22-6262
島根県独立書人団 益田支部
090-3177-1480
（株）
栄美通信
082-245-7927

シュールな舞台でした。
（益田市・女性）

ア会では、一緒に活動をしてく
ださる会員を募集しています。

時間があっという間でもっと

この会は、
映画、
イベント、
ワー

観ていたかった。夢の中にいる

クショップ、
フロント、
ギャラリー

ようだった。

トーク、クリーンアップ、生花、

（益田市・女性）

初めてバレエを観てすばらし
かった。

（津和野町・女性）

発送、情報発信、神楽衣装、放
送などで活動しています。

舞台から舞台を観るなんて目

益田市教育委員会
（中尾）
0856-31-0445

新しく興味深かったです。
（山口県・女性）

詳 し い 活 動 内 容 は、 以 下 の
URL からご覧ください。
http://www.grandtoit.jp/volunteer/
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

スタジオ1
月／日

時間

4／ 20
（金）

9:00〜

催し物名

問い合わせ先

ラウンドダンス例会

田中 道枝
0856-23-6698

グラントワの大ホールにはどれくらいの

（2月6日現在）

数の照明（ライト）があるの？

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）

ステージ用の照明がおよそ 550 個、客席用の照
※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

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

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

明がおよそ150 個、あわせて約 700 個の照明が

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

あります。使用しない照明は種類ごとにわけて
ステージの袖にある棚で保管しています。

心弾むようなグッズを
取り揃えております。

レストラン・ウェディング。

http://www.grandtoit.jp

いわみ芸術劇場
ホール友の会

島根県芸術文化
センター
共通カード

本格派のフランス料理の

一般（税込）

コースを楽しみながら、

4,000円

和やかなパーティーを

大学生（税込）

3,000円

年会費（税込）
小中高生（税込）

2,250円

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。

ひらいてみませんか。

※有効期限は購入月の1年後の月末です。

石見美術館
ミュージアムパスポート

いわみ芸術劇場
ホール友の会

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。

2,000円

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。

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

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。

ポニイ ウェディングプラン
ミュージアムグッズ、美術・アートを中心とした様々な書籍、ポス
トカード、ステーショナリーグッズ、石見神楽グッズや益田市の
名産品など、たくさんの商品を販売しています。ぜひ、お好きな
商品を手に取って、ゆったりとご覧ください。

着席フルコース料理
対応 レストラン使用の場合…20〜50名
人数 多目的ギャラリー使用の場合…30〜80名
※料金はお問い合わせください。
（着席・立席により異なります）
※会場はレストランまたは多目的ギャラリーのいずれかになります。
※装花・会場コーディネート等、
オプション対応も可能です。
（料金別途）

※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/

一般（税込）

3,000円
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」
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。

大学生（税込）

1,800円

Facebook
やってます！

小中高生（税込）

900円

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。

特典

■営業時間／11: 00〜22 : 00

期間限定販売

石見美術館
ミュージアム
パスポート

● 提携美術館※の観覧料割引

※県内外25施設（2017年4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!

《石 見 美 術 館》で開 催されるバラエ
ティ豊かな展覧会や《いわみ芸術劇
場》で開催されるオペラ、コンサート、
映 画などの 情 報をはじめ《グラント
ワ》で行われる様々なイベントや耳よ
り情報をいち早くお届けします。

http://www.facebook.com/grandtoit.jp

