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Spring 2019
企画展紹介

「 美術の基本をたのしく学ぼう!」

「世界を食べるグラントワ・マルシェ」
開催 !

●「グラントワのおすすめ」

ゴールデンウィークも
全日開館！

石見神楽 × ダンス !

しまね伝統芸能祭プレ公演 『黒塚』
『岩戸』上演開催 !

美 術の
基本を
たのしく
学 ぼ う!

劇場事業紹介

● 特集
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「グラントワしかできない文化事業」

イベントカレンダー

（ 4╱27 ～ 5╱6）

2 019 年 4 月〜 6 月
の美術室」展が開かれました。

ど んな 作 品 が 展 示され るので

今回の「島根の美術室」展は、
「み

しょうか。

んなの美術室」展をもとにして

いますが、展示構成には当館独

では、点や線そのものを主役に

自のアレンジを加え、島根県内

した李禹煥の作品（図 1）を展示し
「かたち」のコーナーで

る作品を、古美術から現

は出品作品の中で最も古い

代美術まで幅広く紹介す

時代の「原初的なかたち」を示

るという今回の展覧会の意図

（図 2） や、日本
している《勾玉》

から、タイトルに「島根」と入

美術にみられる「そりのあるか

れました。

たち」に注目した彫刻家、澄川

また今回は、子どもから大人
まで幅広い年代の方々に、学校
李禹煥《From Line》 1975 年
（昭和 50） 島根県立美術館

てん

図2

せん

企画展「 ・ と ― 、
いろ、
かたち 島根の美術室」の開幕前に、
担当学芸員の角野広海さんに展覧会の見どころをききました。
今回はどのような内容なのでしょ

広やかな海辺の風景が描かれて

うか。

います。手前の船は上から見下

《勾玉》 古墳時代
松江市・忌部神社

4 〜 5 世紀

リ ウーファン

ます。

の古い文化財も新たに入れ

ています。島 根 県内にあ

図1

例えば、
「点と線」のコーナー

の
「美術室」
で学んでいるように、

喜一（1931 ～ ）の作品などを展
示します。
「光と影」のコーナーでは、

ポイントをふまえて鑑賞いただ

江戸時代に水墨で描かれた山水

と線」や「かたち」などのさまざ

く展示構成にしています。その

図も展示します。その中には、

まな要素によって構成されてい

ような意図から、タイトルに「美

益田の歴史と文化を今に伝える

ます。

術室」
という言葉を入れました。

貴重な文化財として、益田市の

子どもたちにも、学校での美術

萬福寺所蔵の襖絵（図 3）もありま

の時間がさらにたのしくなるヒ

す。幅広い時代、ジャンルの作

今回の展覧会では特に「点と
線」
、
「かたち」
、
「視点」
、
「光と影」
、

ふすま

美術作品を見て考えるときの

ろすように描かれており、画家

「いろ」という 5 つの要素から、

ントをちりばめていますので、

品を比較しながらみていくこと

糸口として、造形を成り立たせ

の「視点」は小高い場所から海

美術作品をみていきます。また、

ぜひ足を運んで、作品をさまざ

で、新たな発見があるかもしれ

る基本要素に注目し、美術の基

辺の風景へ向かっているようで

作品を制作するための
「画材」
や、

まな角度からみてほしいです。

ません。

本をたのしく紹介するという展

す。もっと近づいて細部をみる

普段の展覧会鑑賞ではあまり意

覧会です。

と、この作品は点描で描かれて

識することのない「展示道具」

おり、
「点」が集まることで「線」

についても紹介します。

はじめに作品をじっくりと見
るコーナーを設け、
ここでポール・

や「かたち」が生み出されてい

シニャック
《ロッテルダム、蒸気》

ることに気がつきます。さらに、

タイトルに「島根の美術室」と

（下図）を展示します。みなさんは

さまざまな「いろ」の点が組み

ありますが、どんな意図がある

この作品をみて、どんなことに

合わされることによって、海辺

のでしょうか。

気がつき、どんなところに美し

の「光と影」までもが巧みに表

さを感じるでしょうか。

現されているようです。

まず遠くから全体をみると、

このように、美術作品は「点

2018 年 1 月から 2 月にかけて、
松江市の島根県立美術館では、
同館の所蔵作品による「みんな

図3

雲
 谷派 《楼閣山水図襖》 江戸時代前期
［展示期間：4 月 20 日〜 5 月 20 日］

17 世紀

益田市・萬福寺

島根県指定文化財

グラントワは︑島根県西部︵石見地域︶
の文化拠点として︑

地域の方と連携しながらここでしかできない取り組みを展開してきました︒

これから始まる2019 年度の新たな取り組みについて︑

いわみ芸術劇場館長の若槻真治さんに語ってもらいました︒

グラントワしかできない
文化事業

高津川 21 でも活動の原点であ
る高津川をテーマにした作品
づくりや写真展の開催などか
ら更に活動を広げようと決意
しました。
石見 地域 全 体を見つめた
キラリ！ 石見の光と風

「展覧会 × ダンス × 石見神楽」より

身近にあるといつの間にかそ

い伝統芸能をいくつかの地域で

れが当たり前のようになって気

公演し、バラエティにとんだ島

づかなかったことが、ヨソの人

根の民俗芸能を多くの方に鑑賞

から見ると「スゴイ」ことが意

していただく予定です。また同

外とあるものです。逆にこれで

時に、伝統芸能に新たな要素を

イイだろうとナメていたらとん

加えることで、世界中で誰も見

でもなくて、自分が世界のこと

たことのないまったく新しい実

を知らなかったと反省すること

演芸術を創作してみたいと考え

もしょっちゅうですね。自分の足

ています。そしてこれらを世界

元には磨けば光る原石のような

に発信する…。2020 年のオリン

ものがあるし、身体の外側には

ピックもあることですし。地域

未知の世界がある、ということ

から世界へ。世界から地域へ。

でしょうか。
さて、開館以来 13 年あまり、

団 体 結 成 10 周 年 記 念 公 演（ 仮
称）
」です。これも県内外の文化

をしてきましたが、2019 年度も

施設ではあまり例がないのです

いくつかのことに取組む予定です。

が、グラントワでは島根邦楽集

まず「伝統芸能祭（仮称）
」
。

団、グラントワ合唱団、グラン

これは 2018 年度から進めている

トワ・ユース・コール、グラント

事業で、地域に伝承された伝統

ワ弦楽合奏団という四団体をフ

芸能を、異なった地域にお住ま

ランチャイズ団体として公認し、

いのみなさんに見ていただくと

練習、定期公演などを支援して

いう側面と、新たな角度でそれ

います。日ごろはそれぞれで活

を再構成し、国内外に発信する

動しておられる四団体ですが、

という側面を持っています。島

結成 10 周年を迎える本年、一堂

公開中の「キラリ！石見の光

のが豊富に現存しています。

と風」がスタートしたのは、

私たちはこれを「石見フィー

グラントワが開館して 7 年後

ルドミュージアム」と名付け

の 2012 年からです。グラント

ました。出来ることから始め

ワ開館当時は石見地域、とり

ようとスタートした「キラリ！

わけ益田地域の文化芸術に対

石見の光と風」
は7年目を迎え、

する潮流が徐々に盛り上がり

90 本を超える記事が掲載され

を見せ始めた頃だったように

ました。その中でも、三江線

思います。気軽にレベルの高

廃線の取材は、一番の思い出

い芸術文化に触れられること

となっています。

に刺激を受け、フォトクラブ

てん

［フォトクラブ高津川 21 会長

せん

企画展「・と―、いろ、かたち
関連プログラム

吉﨑佳慶］

島根の美術室」

オープンスタジオ
「日本の伝統色に注目 !
い

ろ

ど

り

で
カードゲーム
“iRodoRi”
遊ぼう」
2019 年 5月18 日
（土）13:30 〜 16:00
美術館ロビー
い ろ ど り

「iRodoRi」は、島根県立益田高等学校 2 年生を中心とした放課後ク
ラブ「自主ゼミ」が、
「日本の伝統色」をテーマに制作したカードゲー
ムです。昨年の「全国高校生『マイプロジェクトアワード 2018』
」で、
えん じ

見事「ベスト・ラーニング賞」に輝きました。グラントワの「臙 脂
いろ

色」など、
石見地域に根ざした色も使われています。色とりどりのカー
ドで遊んでみましょう。
［料金］参加無料／予約不要
（開催時間中いつでも参加できます）

根県は民俗芸能の宝庫だとよく

に会して合同の演奏会を開催し

言われ、県内各地域で個性的な

ていただく予定です。グラント

祭礼行事や芸能が継承されてい

ワと一体となって成長し続ける

ます。ただこの細長

フランチャイズ団体。市民の文

舞台の床は通常、木材で出来ています

い島根県ですから、

化活動が文化施設で花を咲かせ

が、様々な場所の地面に見せる演出など

伝承された地域以外

る瞬間をご覧になってください。

にお住まいの皆さん

この二つの事業はグラントワ

が、その伝統芸能を

しかできない事業です。他では

「グラントワ弦楽合奏団」楽器体験＆ミニコンサートの様子

【地がすり】
を行うために用いられるのが地がすりで
す。舞台の床に敷き詰めるので、かなり
大きなサイズの布で出来ており、足もと
の滑り止めや緩衝材としての効果もあり

見る機会は多くはあ

できません。グラントワはこうし

ます。布素材のため、軽く、持ち運びや収納も楽に行うことが出来ます。

りません。したがっ

た事業も大切にしたいと考えて

床面には、釘で打ち付けて固定します。

て、日ごろ見慣れな

います。乞うご期待！
！

次回は
「スモークマシン」
です。

2019年1月 日にニューシングル

﹁この世界で﹂
をリリースした家入レオ︒

こまつ座「井上ひさしメモリアル10」の注目作

30

こまつ座

家入レオ

華麗でダイナミックな石見神楽と、第一線で活躍するダンサー・振付家の
藤田善宏らによる伝統芸能とダンスが融合した創作共演作品を上演！
2017年初演で大好評を博した
『岩戸』
の再演、
本公演が初演となる
『黒塚』
など、石見神楽の中でも人気の高い
演目を益田市石見神楽神和会 青年部とダンサーたちが
ジャンルを超えて舞い踊る舞台は必見！
！

7th Live Tour 2019

6 21

（金）
2019年 月
日
いわみ芸術劇場大ホール

入場料：
【前売】700円［会員・大学生以下500円］
※全席自由・税込

出演：益田市石見神楽神和会 青年部／藤田善宏（振付家・ダンサー）、
酒井大輝、宮本悠加、関口奈々、宮悠介
演出：藤田善宏 振付：藤田善宏／益田市石見神楽神和会 青年部

開場18:00／開演18:30
©コスガデスガ

2 0 1 9 年 3 月 3 1 日［日］ いわみ芸術劇場大ホール

自身7度目となる全国ツアーのグラントワ公演決定！

石 見 神 楽 × ダ ン ス ！﹃ 黒 塚 ﹄
﹃ 岩 戸 ﹄公 演

チケット
好評
発売中

※当日券は各500円増し ※小学生以下無料

自然や歴史文化など優れたも

もう一つは「フランチャイズ

グラントワでは様々なチャレンジ

時、県東部とは趣を異にする

グラントワホームページで

開場13:00／開演13:30

■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

入場料［全席指定・税込］
前売

6,480円

※3歳以下入場不可／4歳以上チケット必要

4月20日
（土）
チケット発売

豪華キャストで贈る、
この上なく贅沢な

一人芝居×二本立て!

［作］
井上ひさし
［演出］鵜山 仁

2019 年

6月23日（日）

［出演］内野聖陽・有森也実

いわみ芸術劇場大ホール
開場14:30 ／開演15:00

入場料［全席指定・税込］

3月30日
（土）

5,800円［会員 5,500円］
高校生以下
（当日座席指定）3,000円 ※グラントワのみ取扱

一般

チケット発売

てん

せん

企画展「 ・ と ― 、いろ、かたち 島根の美術室」関連プログラム

「世界を食べるグラントワ・マルシェ
～みんなの給食室～」開催！

給食 ※写真はイメージです。

毎年ゴールデンウィークに開催しているグラントワの恒例イベント「グラントワ・マルシェ」。
2015 年の「フランス」に始まり、「北欧」、「キャプテン・クック」、「和歌山」と、
毎年石見美術館の企画展にまつわるテーマでお届けしてきました。
てん

せん

今年は企画展「 ・ と ―、いろ、かたち 島根の美術室」に合わせ、
グラントワ中庭広場を大きな「給食室」に見立てて開催します。

世界の料理と食文化、
食べることの大切さ…
大きな「給食室」で食べて学ぼう！
4 月20日から開幕する企画展

てん

せん

「・と―、いろ、かたち

島根

らいたい、本展がたくさんの“な

の料理をお楽しみいただきます。

るほど”や“発見”が詰まった

また、
「給食室」の名のとおり、

てみるきっかけとなればと考え
© コスガデスガ

ています。

美術室のような空間となるよう

益田市内の保育園と学校で提供

こ の 他、 世 界 の あ そ び が 体

「美術室」
に―展覧会名にある

されている給食をご紹介・販売

験できるコーナーや、大人も子

にはそんな思いが込められてい

するブースも初登場します！給

どもも楽しめる縁日コーナーな

ます。

食は、子どもたちの体だけでな

ども開催予定です。ゴールデン

（岩戸）
『IWATO』

上演決定！

の美術室」
。島根県が所蔵する美

今回のマルシェは、
「美術室」

く心を育てる大切な食事。益田

ウィークはぜひご家族やお友達

術作品を、
「点と線」
、
「かたち」
、

に合わせ、グラントワ中庭広場

市の保育園給食と学校給食が連

と一緒にグラントワの大きな「給

「色」などのさまざまな要素から

を大きな「給食室」に見立てて

携して取り組んでいる食育につ

食室」で楽しいひとときをお過

わかりやすく紐解き、美術の基

行います。美術室が美術の楽し

いて知っていただき、食べるこ

ごしください！

本を楽しく紹介する、大人も子

さを学ぶ場所であるならば、こ

との大切さについて改めて考え

※内容は変更する場合があります。

どもも楽しめる内容です。普段

の給食室は食の大切さや食文化

あまり美術に触れる機会のない

を学ぶ場所。今回のマルシェで

方にも美術を身近に感じてもら

はアジア、アフリカ、ヨーロッパ、

い、その楽しみ方を発見しても

アメリカ、オセアニアなど、世界

石見神楽 × ダンス！
（黒塚）
『KUROZUKA』

平成 28 年度にグラントワで
開催した「展覧会 × ダンス
× 石見神楽」で大好評を博し
たダンサー・振付家の藤田善
宏氏と石見神楽神和会青年部

「世界を食べるグラントワ・マルシェ～みんなの給食室～」
2019 年 5月4 日
（土・祝） 10:30〜15:00

による共演企画第 2 弾の開催
が決定しました。

※少雨決行

2020 年に開催予定の「しま

［会場］
グラントワ中庭広場ほか（入場無料／飲食・物販・一部イベント等有料）

ね伝統芸能祭（仮称）
」のプレ
公演として、華麗でダイナミッ
クな石見神楽と、
繊細かつ雄々

富春
《蓮葉に蓑亀》
寛政 4 年

しい舞が観る者の心を掴むダ

当館蔵

ンサー藤田善宏による
『黒塚』
『岩戸』を上演します。
島根の誇る伝統の舞と神楽
囃子を受け継ぐ若者たちが、
第一線で活躍するダンサーと

コレクション展

共に創り上げる身体表現は、

「石見根付─江戸の遊び心と吉兆」

主任学芸員

5月29日
（水）
～7月22日
（月）
会場：展示室 B

コレクション展「石見根付─江戸の遊び心と吉兆」について、担当学芸
員の左近充直美さんに見どころをきいてみました。

廣田理紗

演は 3 月31日（日）にグラン
トワ大ホールで開催されます。
どうぞ、お見逃しなく！

た画面が、かわいらしく、どこ
は、ロシア出身の画家、ソニア・

根付といえば江戸時代の装身具のひとつですが、江戸後期になる

できない必見の作品です。公

たくさんの色で塗り分けられ
か不思議な感じもするこの作品

Q1，今回はどのような内容ですか？

グラントワでしか観ることの

ドローネーが描いたものです。

※時 間・チケット料金等、公演の詳しい情

ソニア・ドローネー

報は広告欄をご覧ください。

《ポルトガルの玩具》

藤田善宏（CAT-A-TAC）

1915 年／ 1925 年再制作

オフィシャルサイト

と、提げ物の留め具としての実用性だけでなく、装飾性も重視され

タイトルから玩具が描かれてい

るようになりました。今回は様々な趣向で作られた根付の意匠に注

ることがわかりますが、輪郭線

さや、色の組み合わせの面白さ

目した展示になります。

がなく、影も描かれていないた

が引き出されています。ソニア

め、どれが玩具でどこからが背

は絵の他にテキスタイル
（布）
や、

Q2，具体的にどんな作品が見られるのですか？
石見根付は、自然の小動物をリアルに表現したものが多いのです

景なのかが判然としません。ま

衣服のデザインも手がけました。
いずれの分野でも、本作のよう
に色をさまざまに組み合わせ、

ず、混ざりあってもいません。

作品を作り上げたことで知られ

動物を題材にした根付を紹介します。

そのため、それぞれの色の美し

ています。

（友の会会員は各200円引）

子ども：500円

※3歳〜小学6年生以下

グに1度オープンする映画館です。35mm映写機と

ラントワシアターはいわみ芸術劇場小ホールで月

迫力の音響システムで感動の作品から話題作まで上
映しています。
高品質の音響に包まれながら、
大画面
のスクリーンに映る映画をゆったりとご鑑賞ください。

いわみ芸術劇場ホール友の会・
共通カード 会員限定
グラントワシアターを6回鑑賞すると、いわみ芸術
劇場主催公演チケット購入500円券をプレゼント！

上映タイトルや上映時刻、
入場料などの最新情報は
グラントワHP等でご確認ください。

グラントワ フランチャイズ団体メンバー募集中

う沢山の鮮やかな色は、重なら

音が通じることから旅に縁起のよいものとされました。こうした小

いわみ芸術劇場 小ホール
［前売］
一般：
1,000円／［当日］1,200円

藤田善宏

た、玩具から抽出されたであろ

が、例えば亀は長寿と幸福の象徴的な存在ですし、蛙は「帰る」と

会場
入場料

http://www.cat-a-tac.jp/

コレクション展

FUJITA YOSHIHIRO

振付家・演出家・ダンサー・デザイナー。
パフォーマンスユニットCAT-A-TAC 主宰。
ダンスカンパニー コンドルズ メンバー。平
成 29 年度文化庁芸術祭舞踊部門新人賞受
賞。福井しあわせ元気国体開会式典演技振
付総合監修。小栗旬や加藤シゲアキ主演
舞台への振付やステージング、舞台出演、
MV、CM、舞台作品他、振付出演多数。愛
猫家。プロレス・仏像愛好家。メガネ・ア
ンティーク収集家。

大下藤次郎の水彩画

4月10日（水）〜5月20日（月）

明治時代の水彩画ブームの立役者、大下藤次郎。
石見美術館では久しぶりの特集展示です。
さわやかな風景画の数々をじっくりご堪能ください。

コレクション展

いわみ芸術劇場では、
次のフランチャイズ団体メンバーを
募集しています。

グラントワ合唱団
オーケストラやオペラ・ミュージカル・他ジャン
ルとの共演など、グラントワとともに歩む合唱団
ならではの活動を展開しています。

島根邦楽集団
平成16年「いわみ舞台塾」における邦楽ワーク
ショップを機に、邦 楽を愛する同好の志が 流
派・年齢・性別を超えて結成された集団です。

水墨画をたのしむ

大下藤次郎《富士を望む》
明治30（1897）年

5月22日（水）〜7月7日（日）

コレクション展

カラフル！

4月10日（水）〜5月27日（月）

※「The Collection わたしのおすすめ」参照

コレクション展

石見根付

―江戸の遊び心と吉兆

富春《亀》18〜19世紀

5月29日（水）〜7月22日（月）
※「美術館にきいてみよう」参照

グラントワ弦楽合奏団
島根県西部地域での弦楽活動の活性化を図る
ことを目的に、いわみ芸術劇場の弦楽塾を機に
誕生した、県西部唯一の弦楽合奏団です。

コレクション展

グラントワ・ユース・コール

4月24日（水）〜5月27日（月）

平成9年6月、益 田市ジュニア合 唱 団として設
立。毎年、定期演奏会、県内外での演奏のほか、
いわみ芸術劇場制作のミュージカル公演を中
心に活動しています。

ロシア・アヴァンギャルド
コレクション展

森英恵

5月29日（水）〜7月7日（日）

セルゲイ・ブーリン《ロシア・アヴァンギャルド期のデザイン画》
制作年不詳

詳しくはグラントワまでお問い合わせください。

・展示物を通じて水木しげるさんの人生を振り返るという内容の濃い展覧会だった。漫画作品の原画や、漫画のイメージとは異なる絵画やスケッチ、学生時代につくられた絵本など、
とても見応えがありました。
（40代 男性／企画展「追悼水木しげる ゲゲゲの人生展」
）
・素晴らしい時間をいただき楽しかったです。お正月、年の始めにいい歌を聴くと幸せになるらしい。今年はますます良い1年になりそうです、
ありがとうございました。
（60代 女性／
「グラントワ・カンタート2019」
）
・映画の宣伝チラシを見て、ダフト・パンクを彷彿とさせるヘルメットを被った少年の姿が気になった映画です。
とても家族愛に溢れた映画で、観ていて元気をもらいました。おすすめです！
（40 代 男性／グラントワシアター
「wonder ワンダー 君は太陽」
）
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イベントカレンダー

4月〜6月

大ホール
月／日

時間

催し物名

4／

4
（木） 12:00〜

4／

7
（日）

5／

9:00〜

6
（月） 14:00〜

5／ 12
（日） 16:00〜
6／

8
（土）

益田ライオンズクラブ
0856-23-4111

第18回 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（稲垣）
0856-24-2430

小澤洋介･三戸素子
チェロとバイオリンによるコンサート

川登芸術村
0856-28-8022

16:30〜
第8回 島根県立益田高等学校
（展示12:30〜15:30） 文化部総合公演 Mass-tiva

月／日

4／

時間

催し物名

6
（土） 13:30〜

4／ 27
（土） 14:00〜

問い合わせ先

「ライト・イット・アップ・ブルー」
キャンペーン映画会

社会福祉法人はぴねす福祉会（あゆみの里）
0856-31-5100

「笑顔のために」
コンサート

特定非営利活動法人 NPO-MASUDA
070-3773-3860

えがあってはじめて“グラント
ワ”で在り続けられることに、

中世の食 450 年事業

［T.Y］
改めて感謝の日々です。

当日の様子

山口鷺流狂言「棒縛り」

1 月13日（日）
、グラントワ冬

人に来てもらえると嬉しいです！
個人的にはアジア料理がオスス

店舗が料理やお菓子、お土産品

［M.A］
メですよ。

などを販売しました。このうち

■月刊コミック雑誌に投稿する

料理では、石見美術館の企画展

際にペンネーム記入欄があり、

「追悼水木しげる ゲゲゲの人生

益田氏と毛利氏の和睦の宴か

展」にちなんで、水木しげるさ
んの出身地・鳥取県境港市の名

［N.A］
い出です。

」と書いたのは幼き日のよき思

田家文書」を元に再現した「祝

物料理カニ汁の販売もあり、多

■粗大ゴミ置き場から拾ってき

い膳」の料理を、戦国時代にち

くのお客様が冬の味覚を堪能し

た女児用自転車に黒ペンキでペ

なんだ芸能とともに味わう催し。

ました。また、同日開催の合唱

イントを 施 す 父。塗り終 わり、

第 1 部は益田「中世の食」再現

のイベント
「グラントワ・カンター

これがお前の自転車だと言う。
［I.T］
幼少時の思い出です。

田中 美礼
0856-72-2204

プロジェクトによって再現され

ト」の出演者によるミニコンサー

5／ 13
（月） 18:30〜

碧木マリアメゾソプラノリサイタル
ピアノ嘉戸絵里香

川登芸術村
0856-28-8022

た益田家の祝い膳を味わい、第

トや境港市観光協会による紙芝

5／ 15
（水） 18:30〜

宇高靖人
（ギター）
･宇高杏奈
（フルート） 川登芸術村
クラッシックデュオコンサート
0856-28-8022

5／ 19
（日） 14:00〜

名古屋ダブルリードアンサンブル
3rd CD アルバム発売記念コンサート

株式会社プロアルテムジケ
03-3943-6677

5／ 26
（日） 13:00〜

舞踊発表会

千波 一紫乃
0856-28-0301

古文書に「はむ」と記された、

6／ 16
（日） 14:00〜

エレクトーンフェスティバル
ソロ部門店別大会

宮内オリエント商会
0856-23-0755

今でいうはんぺんのような料理

6／ 22
（土） 15:00〜

吉岡駿ピアノリサイタル

吉岡 良平
048-463-9828

ミュージカル
「今、
歩き出す。
」
公演

手元を見て「サクラマイネーム

ら450年。
その献立が記された
「益

バレエ発表会

6／

■今年のGWは10連休。
マルシェ
も連休中にあるのでたくさんの

マルシェを開催し、出店した 12

4／ 28
（日） 13:30〜

29
（土） 29日夜公演
30日午後公演
30
（日）（時間未定）

2 部は毛利藩ゆかりの山口鷺流

居もマルシェを盛り上げました。

狂言保存会による「鬼瓦」と「棒

冬晴れの下、大変にぎやかな一

■開館
（利用）
時間

縛り」の演目を披露しました。

日となりました。

石見美術館

※グラントワは8:45から開館

衛門」の試飲もあり、参加者は

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。

の試食や、中世のお酒「与三右

石西ミュージカル実行委員会
090-2000-5551

記

ミューシア vol.6

島根県立益田高等学校
0856-22-0044

小ホール

後

Museum × Theater：

夢のスター歌謡祭 出演：橋幸夫、ロザンナ、高道（狩人）、 株式会社 夢グループ
チェリッシュ、保科有里、石井明美ほか
0570-064-724

6／ 14
（金） 18:00〜

集

■たくさんの方々がご協力くだ

（有）
オカダ・プランニング
0225-22-0934

青少年健全育成・社会福祉支援チャリティー
第15回 スーパー神楽選抜競演大会

編

さるマルシェ。地域の皆様の支

「よみがえる戦国の宴」
開催

問い合わせ先

演歌！ 夢のビッグショー
（大月みやこ＆大江裕）

冬マルシェでカニ来たる！

石見美術館

■グラントワボランティア会・

第2・第 4火曜日／年末年始

※臨時開館日
平成31年4月30日
（火）
は臨時開館します。

会員募集中！

芸能と食を堪能しました。

毎週火曜日／年末年始

いわみ芸術劇場

グラントワを様々な場面で支
えているグラントワボランティ

多目的ギャラリー
月／日

時間

現代にも通じるおいしさに驚

催し物名

問い合わせ先

4／ 27
（土） 27日9:00〜18:00
28
（日） 28日9:00〜17:00

えびね蘭展

石見えびね会
（石田）
0856-23-1290

きました。お料理の添え物も美

5／ 15
（水） 19:00〜

毛利治郎グラントワライブ

岡田 正隆
090-8993-9654

しく良かったです。

6／ 6
（木） 9:00〜18:00
〜9
（日） （最終日17:00まで）

第41回
島根県独立書人団益田支部書展

島根県独立書人団 益田支部（寺井）
090-3177-1480

6／ 22
（土） 13:00〜

益田市情報モラル研修会 2019

益田市教育委員会
0856-31-0445

時間

4／ 26
（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

入会前に、どのような活動を

（浜田市・女性）

たくさんの人の目にふれてほ
しい、素晴らしい芸能だと思い

行っているのか体験参加をして
みたいという方も大歓迎！

ます。今まで見てこなかったの

スタジオ1
月／日

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。

詳 し い 活 動 内 容 は、 以 下 の

が残念、機会さえあれば公演を

URL からご覧ください。

訪ねたいです。

http://www.grandtoit.jp/volunteer/

（津和野町・女性）

交通案内

中庭広場

グラントワボランティア会って

月／日

時間

6／ 16
（日）

◎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

催し物名

10:00〜
石州まつり
（展示10:30〜15:00） 〜益田の魅力が今集う！〜

どんな会なの？

問い合わせ先

（注1）

益田青年会議所
080-6241-8511

「グラントワ」が行う文化事業を支援し、同時

（2月26日現在）

に会員個々が生きがいを得ることをモットー

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

に 20 代から80 代まで幅広い年代の方たちで

〒698-0022 益田市有明町5 -15
TEL： 0856 - 31-1860（代表）

構成された会で、12 のグループに分かれて活

注1 大ホール、
多目的ギャラリー、
スタジオ1でも同時開催。
※ここでは貸館での催し物をご案内しています。
また希望者の情報のみ掲載しております。
※
（公財）
しまね文化振興財団 いわみ芸術劇場の主催・共催公演は掲載しておりません。
※掲載内容は変更される場合もあります。
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。
※施設の利用を希望される方はお問い合わせください。
TEL:0856-31-1860

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

動しています。様々な場面で「グラントワ」を
支えてくださる、縁の下の力持ちです。

グラントワならではの特別な一日︒

大切なゲストに囲まれて︑

お二人らしいウェディングパーティを叶えます︒

心温まるおもてなし料理をはじめ︑

ご家族だけのささやかな会食から︑

ご要望に応じて承ります︒

友人を呼んで盛大な披露宴まで︑

心 弾 むようなグッズ を
取 り 揃 えて おります 。

e-mail: zaidan @ 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
一般（税込）

4,000円

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。
※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。

ポニイ ウェディングプラン

着席フルコース料理
対応
人数

レストラン使用の場合…20〜50名
多目的ギャラリー・大ホールホワイエ
使用の場合…30〜80名

※料金はお問い合わせください。
※会場はレストランまたは多目的ギャラリー、
大ホールホワイエ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/

企画展

期間限定販売

てん

石見美術館
ミュージアム
パスポート
一般（税込）

せん

企画展
「・と―、
いろ、
か たち 島 根 の 美 術
室」
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。

3,000円

大学生（税込）

1,800円

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。

会員募集中！
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

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、石見神楽グッズや石
見の名産品など、お客様に笑顔になって頂ける商品を厳選
して販売しています。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

http://www.grandtoit.jp

生花ボランティア

● 提携美術館※の観覧料割引

※県内外23施設（2019年2月20日現在）

2019年度に行われる石見美術館
の展覧会やいわみ芸術劇場の主
な公 演 情 報を掲載した
「2019イ
ベントスケジュール」をご用意し
ています。
ぜひ、お得な会員制度をご利用
ください。
※全国の提携美術館・主要文化施設
で配布しています。

● 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!

グラントワの年間スケジュールはHPからもご覧いただけます。

http://www.grandtoit.jp/calendar/year

