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「星のガイドで現代美術の
面白さに出会う」

●特集

企画展紹介

グラントワ開館 14 周年記念感謝祭
「きんさいデー」開催！

●「もうすぐ出番です！」

雨宮大夢（東京演劇アンサンブル・俳優）

星のガイドで
現代美術の面白さに
出会う

「グラントワフランチャイズ芸術
団体 10 周年合同演奏会開催」

劇場事業紹介
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そうですか！ 面白そうな気がす

「星とめぐる」ということですが、
どういうことですか？

豊田市美術館蔵

©2019 Chiharu Shiota

これら星々の動きや配置を総合
的に読み解き、出来事や時代の

「10 の天体がいざなう」とい

性質を説明したり予測したりしよ

う副題にも示したのですが、星の

うというのが、占星学です。人の

ガイド（= 案内）で美術作品を

性質や社会の動きに焦点を当て

企 画 展﹁ 星 と め ぐる美 術 ﹂について ︑
担 当 学 芸 員の廣田理 紗 さんに聞 きました ︒

【冥王星：破壊と再生】 塩田千春《不在との対話》 2009 年

るのですが、一方で現代美術と

性・多様性を表象しているよう
にも解釈でき、
展覧会の冒頭【太

メージできません。どんな作品が

陽：自我・自主性】の章でご紹

みられるのですか？

介します。

今回は「20 世紀に制作された

マックス・エルンストによる

作品」という意味で現代美術と

《子ども、馬、そして蛇》は【天

いう言葉を使っています。メイ

王星：飛躍・革命】の章で展示

ンビジュアルに作品を使ったオ

します。エルンストはシュルレ

ラファー・エリアソンや、塩田

アリスム（超現実主義）の代表

千春など今現在作品を活発に発

的な作家。本作においては子ど

表しているアーティストはもち

も、馬、蛇という無関係な 3 つ

ろん、ムンクやマグリットなど、

のイメージを組み合わせて、そ

20 世紀前半に活躍した作家の作

れらとは 全く異 な る 新 た な イ

品もやってきます。絵画や写真、

メージや印象、意味を創出しよ

立体作品、映像などをご覧いた

うと試みています。

だきます。
星のガイドとは鑑賞のきっかけ、

いくつか展示作品をご紹介いた

考える入り口を示してくれるも

だけますか？

のなのですね。新しい面白さを

はい。エリアソンの
《グ

は星形をしたランプが複

て考える点が美術とつながるの
で、星々に設定されている性質

される太陽、
月、
水星、
金星、
火星、

をキーワードにして、それにテー

木星、土星、天王星、海王星、

マや作りが合致する美術作品を

トルからそのように想像される

す。ランプを覗けば、鑑

冥王星のことで、占星学では、

紹介しようと考えました。

方が多いようなのですが、この

賞者は少し動くだけで万

展覧会では星はあくまでもガイ

華鏡のように色彩が交差

雑な色の光を放ち、幾何
学的な形の影を展示室
いっぱいに広げる作品で

水星には「知性・コミュニケーショ

なるほど。星が描かれていたり、

ド役、裏方です。この企画は豊

する様を作品中にとらえ

ン」
、冥王星なら「破壊と再生」

宇宙がテーマやモチーフになっ

田市美術館にご協力いただき、

ることができ、同時にそ

などというように、それぞれに特

た作品がくる、というわけでは

当館では開館以来初めて現代美

の光に照らされ、作品空

徴的な性質が設定されています。

ないのですね。

術の作品を一堂に見られる機会

間に関係づけられます。

なんですよ。

放たれる光は命を、複雑

そうなんです。展覧会のタイ

発見できそうな気がします！

リーンランド・ランプ》

見て回るという構成を指していま

とっても簡単に言ってしまうと、

に変化するその色は人間の多面

きいても、パッと具体的にはイ

す。10 の天体とは占星学で重視

太陽であれば「自我・自主性」
、

（日）
10月 6 日
きんさいデー開催 !

【天王星：飛躍・革命】 マックス・エルンスト
《子ども、馬、そして蛇》 1927 年 豊田市美術館蔵
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ても素晴らしい公演を披露で
きたのではないかと思います。
ダンスとコラボする石見神
楽の柔軟性に、表現というも
のには 本 当に 無 限 の 可 能 性
があると感じました。また、
「石見神楽」とグラントワ

舞台演出や照明、観客席にい

今 年 3 月、 益 田 市 石 見 神

たる細部までへのこだわりに

楽 神 和 会 青 年 部として、コ

答えてくれるグラントワのス

ンテンポラリーダンス×石見

タッフの皆様、本当にプロだ

神楽のコラボレーション企画

と実感し、石見神楽側の出演

『KUROZUKA』
『IWATO』を

者たちも良い刺激を得ること

実施しました。僕達「石見神

ができました。地元の伝統芸

楽神和会」は同じ神楽社中同

能である石見神楽とグラント

島根邦楽集団結成 10 周年記念演奏会
（2015）

グラントワフランチャイズ
芸術団体 10 周年

士のコラボレーションは行い

ワとが相互に発展していくた

ますが、石見神楽以外のジャ

めの協力を惜しまず続けてい

ンルとコラボする機会はほと

きたいと感じています。

んどありませんでした。グラ

［益田市石見神楽神和会 青年部長
浜崎元気］

ントワの力を借りて今回もと

グラントワフランチャイズ芸術団体は、グラントワと協働して県西部の文化芸術活動を

Museum × Theater:
ミューシア vol.9

盛り上げていくことを目的として設立され、4 団体が活動してきました。

「よみがえる戦国の宴」
其之五

この度、設立 10 周年の節目を記念して合同演奏会の開催が決定しました。
芸術団体のひとつ、
「グラントワ・ユース・コール」の代表であり、

演奏会の総合プロデュースを務める廣兼伸俊さんに、10 年の歩みを振り返っていただきました。
グラントワ・ユース・コール

③幅広い交流

2019 年 9月14日
（土）
13:00開宴
（12:45 開場）
多目的ギャラリー・展示室 A

団体として「グラントワのため

の活動を振り返ると、劇場と連

ジュニアコーラスフェスタで

に何ができるか」という思いを

塩高和之
（琵琶）

携することで得たものがたくさ

は、全国の様々なジュニアコー

んありましたが、中でも次の 3 つ

ラスを招き、幅広く交流するこ

グラントワにいると、実に様々

宴」
。今回は特別展「益田氏 VS 吉見氏―石見の戦国時代―」の関連

が特に貴重であったと思います。

とができました。特に武蔵野ジュ

な人と出会います。自分があれ

プログラムとして開催します。古文書に基づき再現した「中世益田氏

①本物との出会い

ニア合唱団、高槻少年少女合唱

これ首を突っ込んでいるからで

の祝い膳」を味わい、吉見氏もたしなんだという琵琶の音に耳を傾け

ウィーン少年合唱団のみなさ

団の皆さんとは、数度にわたり

もありますが、
「ああ、ここは出

て、お殿様気分を味わってみませんか？

んと一緒に歌わせてもらったこ

親交を深めることができました。

会う場所なんだな」と思うので

とを筆頭に、一流の演奏家と出

グラントワとは大きな屋根と

す。文化は人です。その人たち

いう意味だそうですが、そこを

こそ「この街（地域）の文化」

ホームグラウンドとして活動す

そのものなのでしょう。

会うことができました。
②本物の体験
オペラ「夕鶴」に子役として

大切にしたいものです。

田中黎山
（尺八）

る4つのフランチャイズ団体は、

食と芸能によって戦国武将の文化を紹介する「よみがえる戦国の

［料金］3,500 円
（料理・お酒付）
／限定 40 席
※特別展の解説付見学会が含まれるため、ミュージアムパスポートまたはコレクション
展観覧券が必要です。
※8月3日
（土）
より総合案内カウンターにてチケットを販売開始します。

フランチャイズ芸術団体 10 周

出演した際は、子どもたちが本

一つ屋根の下に暮らす家族のよ

年、人生の中で決して短いとは

物のオペラの舞台に立つという

うなものだと言えるでしょう。グ

言えないそれぞれの 10 年分の体

体験をすることができました。

ラントワへの愛着は、そこを活

験と成長を振り返る、本当に良

動の拠点として育っていくこと

い機会だと思います。

舞台用語

下手

で深まっていくのだと思います。

上手

【上手と下手】
かみ て

客席から舞台を見て右側を「上手」
、左
しも て

側を「下手」と呼びます。舞台上の左右

劇場と連携していくことで、メ

を区別するための言葉です。人が向かい

ンバーに「うちのホール」とい

合い作業する場合「右へ行って！」とい

う感覚が高まるのです。
が何をしてくれるか」という視

池辺晋一郎の軽妙なトークに

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。

（月・祝）
2019年11月4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／山本一流獅子の一曲 ほか

入場料
島根邦楽集団

映画音楽︑NHK大河ドラマ

500円

グラントワの4つの

フランチャイズ芸術団体が

迫力の合同演奏
﹁桜花爛漫﹂
を

一同に介する特別な演奏会︒

お聞き逃しなく！

グラントワ・ユース・コール

高校生以下

チケット発売

開場12:30 ／プレトーク13:00
開演13:30
のせてクラシックの名曲や

1,000円［会員 800円］

9月8日
（日）

いわみ芸術劇場大ホール

&&

一般

※未就学児入場無料

チケット発売

一般

」
です。

11月17日（日）
テーマ曲をお楽しみください︒

グラントワ
定期公演

8月25日
（日）

2

2019 年

島根県無形民俗文化財指定

糸操り人形

入場料［全席自由・税込］

次回は
「舞台用語

池辺晋一郎

益田

グラントワ弦楽合奏団

団友オーケストラ

開場13:30／開演14:00

業を行う事が出来ます。

代表

10年にわたり合唱、弦楽、
邦楽の各分野で地域の芸術活動を広げ深めて来た
フランチャイズ芸術団体。
日頃、
ひとつ屋根の下でそれぞれ
活動している4団体が同じステージで共演します。
グラントワ・ファミリーが紡ぎだす豊かな響きにご注目ください。

いわみ芸術劇場大ホール

うので混乱してしまいます。
「上手・下手」と表現する事でスムーズに作

HIROKANE NOBUTOSHI

響響

10月27日（日）

グラントワ・

ファミリー

2019年

廣兼伸俊
グラントワ・ユース・コール

点だけでなく、フランチャイズ

グラントワ合唱団

NN

う指示があっても、向いている方向が違

利用者としての「グラントワ

グラントワ・ユース・コール練習風景

1

チケット発売

入場料［全席指定・税込］

S席

※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

8月18日
（日）

※無料託児サービスはありません。

■広告欄内に特に記載の無い公演は、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

A席

5,800 円［会員 5,500 円］学生 2,500 円
4,800 円［会員 4,500 円］学生 2,000 円

※学生は小学生以上25歳以下の学生（当日要学生証提示）
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

© 東京オペラシティ文化財団 撮影：武藤章

「きんさいデー」開催!

グラントワ開館
14 周年記念感謝祭

グラントワが開館した 2005 年 10 月 8 日に合わせ、毎年 10 月の第 1 日曜日に開催している「きんさいデー」。
開館以来、多くの来館者をお迎えしてきましたが、おかげさまで、今年 5 月、入館者 500 万人となりました。
日頃の感謝の気持ちを込め、今年も全館をあげた記念感謝祭「きんさいデー」を開催します。※イベントの内容は予告なく変更になる場合があります。

今年もやります！
美術館を終日無料開放

予定です。
文化芸術の秋、
どうぞ、
ごゆっくりとご鑑賞ください。

大ホールではみんなが
楽しめる映画を無料上映！

お腹が空いたら
きんさい食堂へ GO！

2 019 年

10 6
月

日（日）

10:0 0
S TART
!

本部に持っていくと、抽選で 5 名
の方に“石見の特産品詰め合わ
せセット”をプレゼントします。

普段

スタンプカードは 10:00より本部

は水盤

にて配布。先着 1,000 名様限定

が印象

の特別企画、どうぞ、ご参加く

きんさいデーでは、いわみ芸

的な中

ださい！

術劇場の大ホールも無料で開放。

庭広場

タタミ50 帖以上の広さを持つ大

は、きんさいデーの日は“きん

毎年好評いただいているきん

型スクリーンを使い、大人から

さい食堂”に変わります。地元

さいデーの恒例企画、石見美術

子どもまで年代を問わず楽しめ

飲食店を中心としたグラントワ

写真：松浦範子

雨宮大夢

様々なイベントで
皆さまをおもてなし！

（東京演劇アンサンブル・俳優）

館の終日無料開放。今年も、全

る映画の無料上映を行います。

提携店やグラントワおすすめの

ての展示室に終日無料で入場し

今回もなるべく多くの皆さんに

お店が、自慢の料理やスイーツ

館内ではミニコンサートやワー

て頂くことができます。当日開

喜んで頂けるよう、現在、上映

などを提供します。

クショップ、展示コーナー、お

催している展覧会は、
企画展「星

作品を選定中

茶会、会員限定福引など様々な

とめぐる美術」
、特別展「益田氏

です。今年は

vs吉見氏－石見の戦国時代－」
、

どんな映画が

コレクション展「
『ひかり』をと

上映されるの

石見の特産品が当たる！
「スタンプラリー」も開催

イベントを開催。小さなお子さ

りこむ」の 3 つ。午後からは、学

か、どうぞ、

きんさいデー当日、館内各所

芸員による作品解説も行われる

お楽しみに！

に設置されたスタンプを集めて

東京演劇アンサンブルに入

ここまでご紹介した以外にも、

まが安心して遊べるキッズ向け
コーナーもご用意しています。10
月6日（日）は、グラントワへ遊
びにきんさい！

団してもうすぐ 9 年が経ちま
す。この劇団を好きな理由の
1つに「芝居で結論を出さな
いこと」があります。どの作
品をやってもハッピーエンド
はほとんどありません。人間
はそんなに簡単に幸せにはな
らない、簡単に変わることな
んてできない。でも何かに向
かおうとするとき、変わりた
いと思うときに人間は凄く輝

特別展

く。たとえ一歩が踏み出せな

「益田氏 VS 吉見氏
─石見の戦国時代─」

くても、一歩踏み出せなかっ
た自分を見つめる、そんな瞬

9月5日
（木）
～ 11月4日
（月・祝）
会場：展示室 A

間を描いている作品が多いと
思います。
今回グラントワで公演させ
ていただく「はらっぱのおは
なし」もそんな音楽劇です。

重要文化財
《源氏物語 大島本 桐壺》
（奥書部分）
永禄 7 年
（1564）
古代学協会蔵
（京都府京都文化博物館寄託）
［展示期間：9 月 5 日
（木）
～ 10 月 7 日
（月）
］

学芸課長

や

かで、自分と周りの人たち( 虫
たち )を再認識していく。
「誰

し

黒地に、金糸で椰子の葉と小

特別展「益田氏 VS 吉見氏 ─ 石見の戦国時代 ─」について、

かと生きていく」とはどうい
うことなのか。
「ほんとうのや

花を刺繍し、襟と袖に毛皮をト

担当学芸員の角野広海さんに見どころをきいてみました。

Q1，どのような内容になるのでしょうか。

虫たちの激動の一日を描くな

南目美輝

リミングした豪華なコート。パリ
ます だ

のドレスメーカーであるスザン

し

さしさ」とはどういうことなの

スザンヌ・タルボット

か。大人や人間から見たらた

《イブニング・コート》

だの一歩でも、当人達にとっ

室町時代から戦国時代にかけての石見国西部を治めた、益田氏と

ヌ・タルボットのものです。本

吉見氏という二大領主について紹介します。彼らはそれぞれ大きな

品が作られた1925 年頃のパリで

勢力を誇り、敵対関係にあったため、幕府や周囲の大名たちを悩ま

は、のちに「アール・デコ」と

せ、中国地方西部の歴史に大きな影響を与えました。

呼ばれるモダンで新しいスタイ

カーメンの墓（金できらめいて

ルが流行していました。黒と金

いた、と言われています）の発

を組み合わせるという色づかい

見を契機とした古代文明に対す

や、椰子という「異国」のモチー

る関心がありました。古代への

よし み

し

Q2，どんなものが展示されるのでしょうか。
益田氏と吉見氏の対立を物語る古文書や、彼らの高い美意識をう

1925 年頃

ては物凄く大きな一歩。そん

当館蔵

な激しく、やさしい物語です。
子どもたちと一緒に、ぜひ劇
場に足をお運びください。

雨宮大夢

AMEMIYA HIROMU

東京都出身。2011年東京演劇アンサンブル
研究生、2012 年劇団員。入団以後、着実に

かがわせる美術工芸品を展示します。例えば挿図の史料は、現存す

フを取り入れた本作は、その典

憧れは、デザイナーたちの想像

キャリアを重ね、現在『消えた海賊』の主

る源氏物語の中で、最も原本に忠実な写本（最善本）と考えられて

型を示しています。

力をかきたて、きらびやかな作

いる。今や、
劇団内でも信頼を掴みつつあり、

まさより

います。奥書により、吉見正頼が所有していたことがわかります。

背景には、エジプトのツタン

品が数多く作られました。

演カルル役で全国の高校生たちを魅了して
若手のリーダー的な存在である。

あかね書房刊『はらっぱのおはなし』
より スズキコージ・絵

特別展

益田氏VS 吉見氏

―石見の戦国時代―

9月5日（木）〜11月4日（月・祝）
※「美術館にきいてみよう」参照

音楽劇

東京演劇アンサンブル

コレクション展
作＝松居スーザン
脚本＝篠原久美子

演出＝関根信一
音楽＝菊地大成

会場
入場料

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

（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

雲谷派

―雪舟を受け継ぐ

11月6日（水）〜12月16日（月）
桃山時代から江戸時代にかけて毛利家の
お抱え絵師として、室町時代の画僧・雪舟の
正当な継承者を名乗った「雲谷派」を紹介します。

雲谷派《四季山水図屛風》
（右隻、部分）
桃山時代〜江戸時代前期

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。

こ劇場と
おや
田
おくりもの。
益
からの
ワ
ト
はらっぱで語られる 虫たちのおはなし
ラン
グ
いのちたちのおはなし…

12 月8 日（日）

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！

2019年
2019年

一

―雑誌にみるパリの文化と暮らし
10月30日（水）〜12月16日（月）

ジョルジュ・バルビエ
《ボックス席》
『モード・エ・マニエール・
ドージュルドュイ』より
1914年

木版画や木彫など、日本では昔から木を素材にした
美術が身近にありました。本展では明治から平成まで、
木を素材に彫りの技を極めた「彫りの極めびと」の
作品群を紹介します。

当日

※益田おやこ劇場の会員は別途割引があります。
詳しくは益田おやこ劇場
（TEL.090-8244-2208）
までお問合せください。
※3歳以下膝上鑑賞無料
（ただしお席が必要な場合は有料）

『今日の流行とおしゃれ』

11月23日（土・祝）〜2020年1月4日（土）

般 前売

高校生以下

コレクション展

彫りの極めびと

開場13:30／開演14:00

2,500円［会員 2,300円］
3,000円［会員 2,800円］ 10月5日
（土）
チケット発売
前売 1,500円
［会員 1,300円］
当日 2,000円
［会員 1,800円］

9月4日（水）〜10月28日（月）※「The Collection わたしのおすすめ」参照

コレクション展

いわみ芸術劇場小ホール
入 場 料 ［全席自由・税込］

「ひかり」をとりこむ

コレクション展

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。

米原雲海《仙丹》
1910年

・自分で書いた譜面が音になって表現されてスゴイ！ と思ったし、
うれしかった。雨にも雷にもなっていた！
！ 聴いている人たちそれぞれにきっと違う受け取り方があるんだろうなと思いながら聴かせていただきました。
（40代 女性／ワークショップ＆ミニライブ「みんなの音楽室」
）
・内野聖陽さんと有森也実さんが大衆演劇の座長を演じる一人芝居。生の演劇を観るのは久しぶりということで、
とても楽しみにしてきました。お二人の迫力ある演技と舞台美術に大変満足することができました。
（40代 男性／こまつ座「化粧二題」
）
・有名な方の出演で是非とも観たいと思いました。グラントワはいつも良い作品の映画でうれしいです。
1日3回の上映は大変でしょうが、
その方がゆっくりと観ることができて助かります。
（70 代 女性／グラントワシアター
「万引き家族」
）

Grand Toit Event Calendar
2019.10—12
イベントカレンダー

10月〜12月

10／ 15
（火）
11／

い

ろ

ど

編

り

遊ぼう」
開催

催し物名

問い合わせ先

昼の部14：00
夜の部18：00

梅沢富美男劇団特別公演
梅沢富美男&研ナオコ アッ！とおどろく「夢芝居」2019

グッドラック・プロモーション株式会社
0120-30-8181

記

牛座の私は今年、
「衝撃」を意味
Museum × Theater:

する天王星の影響により人生に

ミューシア vol.8

様々な激震が走るらしい。皆さ
んの運勢やいかに？［K.N］

当日の様子

（一財）島根県教職員互助会（曽田）
0852-22-6067

2019年度文化講演会

後

■楽しかった！ また来たい！ 美

時間

2
（土） 14:00〜

集

■秋の企画展は星がテーマ。牡

「みんなの音楽室」
開催

大ホール
月／日

オープンスタジオ

で
「カードゲーム
“iRodoRi”

てん

せん

企画展「・と ―、いろ、か

術館を後にする子どもたちの笑
顔。撒き続けた種が少しずつ芽
を出し始めたことを実感。最高

11／ 23
（土） 15:00〜

月亭方正独演会

MIN-ON中国
082-567-0585

たち

12／

第43回
歳末たすけあい石見神楽共演大会

歳末たすけあい石見神楽共演大会実行委員会
0856-22-7120

プ ロ グ ラ ム と し て 5 月 18日 に

■ 石 見 の中 高 生 による ネ ク ス

第41回 年忘れ益田市民余芸大会

益田市社会福祉協議会
0856-22-7256

開催されました。カードゲーム

ト・クワイアが今年も始動。練

“iRodoRi”は、島根県立益田高

習、合宿を経てステージに挑む

1
（日）

9:00〜

12／ 15
（日） 12:00〜

ワークショップの様子
てん

いろ、かたち

小ホール

せん

6月2日に、企画展「・と―、

島 根 の 美 術 室 」の 関 連

［T.Y］
に幸せな瞬間です。

島根の美術室」

等学校の放課後クラブ「自主ゼ

姿は学生合唱を超えてアーティ

の関連プログラムとして、ワーク

ミ」
の生徒が日本の伝統色をテー

［N.A］
スト！ 今年も注目です。

催し物名

問い合わせ先

ショップ＆ミニライブ「みんなの

マに制作しました。当日は、小

■ 2 年前の夏、うだるような暑さ

10／ 13
（日） 17:00〜

日本オーストリア友好150周年
ヴィルフリード・シャルフ＆吉田美里デュオコンサート

ヴィルフリード・シャルフ&吉田美里デュオ
コンサート実行委員会 0852-26-1077

音楽室」が開催されました。講

学生から大人まで幅広い年齢層

の中で終日外にいるという用事

10／ 27
（日） 13:00〜

エレクトーンフェスティバル2019
アンサンブル店別大会

月／日

11／

時間

（有）
宮内オリエント商会
0856-23-0755

第112回 歴博フォーラム
「中世益田の世界」

2
（土） 10:00〜

国立歴史民俗博物館
043-486-0123

11／ 10
（日） 14:00〜

開運なんでも鑑定団
出張！なんでも鑑定団in益田

11／ 30
（土） 14:30〜

市民公開講演会 鈴木明子

公益社団法人益田法人会
0856-23-7640

12／

ヴォーカルアンサンブル レザミデュソン
10周年コンサート

ヴォーカルアンサンブル レザミデュソン
090-8713-2821

1
（日） 14:00〜

（一社）
益田市観光協会
0856-22-7120

師に、パーカッションの相川瞳さ

の参加者が「自主ゼミ」の生徒

をしてから、日に当たり過ぎる

んを迎え、普段触ったことのな

と一緒に色とりどりのカードを

と腕にぶつぶつが出来るように

いたくさんの打楽器を体験しまし

並べて、ゲームを楽しみました。

［I.T］
なりました。

た。ワークショップの最後には、
参加者が点や線、イラストなど
を自由に描いた楽譜に、プロが

■開館
（利用）
時間

多目的ギャラリー
月／日

時間

10／ 12
（土） 12日9:30〜18:00
13
（日） 13日9:30〜17:00
12／ 3
（火） 3日9:30〜18:00
〜8
（日） （2日目以降16：00まで）

催し物名

問い合わせ先

MOA美術館益田児童作品展

MOA美術館益田児童作品展
0856-22-3332

第10回 ハマグリ貝アート展

益田川と海をつなぐ自然環境保全活動組織
0856-24-8661

※グラントワは8:45から開館

■第 4 期
「ネクスト・クワイア」

即 興 の 音 楽 を つ け て 披 露。ミ
ニライブでは、ピアニストの林

参加者募集！

正樹さんとサクソフォン奏者の

合 唱 経 験 の 有 無 を 問 わ ず、

鈴木広志さんと相川さんの息の

歌う事 が 大 好きな 石 見 圏 域 の

あった圧巻のパフォーマンスを

ティーンズを対象にした合唱塾

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。

石見美術館

毎週火曜日、
年末年始、
10/23

いわみ芸術劇場

第2・第4火曜日、
年末年始

※2019年10月22日
（火）
は臨時開館
※2019年10月29日
（火）
は全館休館

間近で体験することができました。 「ネクスト・クワイア」の参加者
を募集します。プロの合唱指揮
者である横山琢哉氏と圏域の音

スタジオ1
月／日

時間

催し物名

問い合わせ先

10／ 26
（土）
10:00〜16:00
27
（日）

小原流花展

小原流石見支部益田会
0856-22-3050

11／ 15
（金） 9:00〜18:00
〜17
（日） （最終日16:00まで）

第18回 益田書道展

（注1）

益田書道会
0856-22-0382
（7月5日現在）

注1 多目的ギャラリーでも同時開催。
※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

会員募集中!
「グラントワ」
では、
文化芸術をもっと身近に感じていただくために、
ご希望
に応じて3つの会員制度を設けています。会員様には様々な特典
（提携店
での優待サービスや会員割引など）をご用意し、
最新情報をご提供。
ご入
会のお申込みは、
「グラントワ」
総合カウンターで随時受付中です。
ぜひお
得な会員制度をご利用ください。

「2019イベントスケジュール」、好評配布中！

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
を手に入れよう。※全国の提携美術館・主要文化施設で配布しています。

グラントワのイベントスケジュールはHPからもご覧いただけます。 http://www.grandtoit.jp/schedule/

普段、吹奏楽でも触れないよ

楽教諭の指導のもと、グラント

うな楽器で音を出したり、なか

ワでの練習、江津少年自然の家

なか日常ではできないようなこ

での合宿などを行います。成果

とにも挑戦できたのでとてもお

発表のステージへの出演も予定

もしろかったです。

しています。詳しい内容や日程、

（益田市・女性）

どの曲もみなさん、本当に楽

応募方法などは 9 月中旬よりグ

しそうに演奏されているのが印

ラントワホームページなどでお

象的でした。

知らせします。

（益田市・女性）

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

発送ボランティアって
どんなことをしているの？
発送ボランティアは、グラントワで開催さ
れる展覧会や劇場公演などの情報を会員様

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

に向けて郵送する作業をお手伝いしてくだ

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

さっています。毎月1回行われる通常発送

一般（税込）

4,000円

大学生（税込）

3,000円

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。

小中高生（税込）

2,250円

石見美術館
ミュージアム
パスポート
3,000円

期間限定
販
売

企画展「星とめぐる美術」
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。

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。

一般（税込）

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。

口座振替がお得です！
年会費から

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

http://www.restaurant-pony.com/

年会費（税込）

※有効期限は購入月の1年後の月末です。

心弾むような
グッズを取り揃えております。

※イベントにより変更あり・夜は予約のみ

いわみ芸術劇場
ホール友の会

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。

石見美術館
ミュージアムパスポート

■ 店休日／毎月第2・第4火曜日
■ TEL／0856-31-1873

http://www.grandtoit.jp

島根県芸術文化
センター
共通カード

パーティやイベント、
クリスマス、
ウェディングや忘新年会などシーンにあわせ
た特製のオードブルを、
ご予算とご要望にあわせてご提案。
ケータリング
サービスも可能です。
ひとつひとつシェフが腕によりをかけて創り上げるポニ
イ特製のオリジナル・オードブルで、
素敵なひとときを演出してみませんか？

■営業時間／11: 00〜22 : 00

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

施設発送というものがあります。

オリジナル
ポニイ
パーティーを 特製
演出いたします。

詳しくはポニイまでお問い合わせください。

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

のほか、全国の文化施設に向けて発送する

● 提携美術館※の観覧料割引

※県内外23施設（2019年5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!

500円引き

初回
引き落とし
のみ

共通カード

初回のみ

友の会

初回のみ

一般 通常：4,000 円

一般 通常：2,000 円

パスポート

一般 通常：3,000 円

3,500円
1,500 円
初回のみ

2,500円

新規入会の方もOKです！！

