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「故郷に遺された島根の宝、
『永田コレクション』
」

● LIFE with グラントワ
● 美術館にきいてみよう

企画展紹介

「たたく・つながる」

63

劇場事業紹介

今福優 和太鼓アウトリーチ in 島根県立浜田ろう学校

●
●

劇場を探る

おかげさまで
15 周年！

グラントワ通への道

《冨嶽三十六景

故郷に遺された島根の宝、
「永田コレクション」
凱風快晴》［後期展示］

なが

た

せい

じ

島根県津和野町出身の北斎研究者、故永田生慈氏（1951– 2018）
の北斎コレクションが、
2017 年度に島根県へ一括寄贈されました。今回は「永田コレクション」について、
島根県立美術館（松江市）で浮世絵を担当している専門学芸員、大森拓土さんにおききしました。
「永田コレクション」とは、どん
なコレクションですか？
このコレクションの特筆すべ
き特徴として、北斎の 70 年に及

永田コレクションには、津和野

作られました。津和野藩主亀井

田先生が監修したパリの展覧会

藩のお殿様のコレクションも含

家にもそんな摺物帖が伝わり、

では 36 万人もの来場者数を記録

まれているそうですね！ それは

その中の北斎に関する摺物 144

しました。
その人気の理由として、

どんなものですか？

件が永田コレクションに収めら

例 え ば、奇 抜 な 発 想 力、緻 密

すり もの

ぶ画家人生（デビューした数え

「津和野藩伝来摺 物」と呼ば

れています。いずれも抜群に保

で的確なデッサン力、または森

20 才から亡くなる 90 才まで）

れるものですね。摺物とは、版

存状態が良く、制作当初の美麗

羅万象を描き尽くしたバイタリ

元 が 一 般 向けに 販 売した 版 画

な色彩を見ることができますよ。

を概観できる点が挙げられます。
北 斎 の 人 生 は 6 つ の 時 期 に区

にしきえ

（錦絵）とは異なり、主に裕福な

ティーなどが挙げられるかもしれ

《文昌星図》
［前期展示］
※掲載作品はすべて
島根県立美術館蔵
（永田コレクション）

ませんが、永田先生は生前、北
北斎は今や世界中で大人気です

斎の生き様が世界中の人々を魅

館で寄贈後のお披露目展を開催

品の版画です。多くは高級な紙

よね！ 多くの人を虜にする北斎の

了する、と語られていました。北

しました。実は同じ時期に永田先

ゆる分野、画題の作品をきめ細

や絵の具を使い、彫りや摺りも

魅力は、
どこにあるのでしょうか？

斎は 90 年の生涯を閉じるまで、

生が生前最後に監修された大規

かく網羅しています。起伏に富

こだわって作られています。仲

確かに、北斎は欧米を中心に

常に新しい表現や分野に果敢に

模な北斎展が東京であり、そち

んだ北斎の人生を、一つのコレ

間内で配り合ったことから、時

とても人気があります。近年開

挑戦しつづけた画家です。自分

らへ貸し出したため、残念ながら

クションだけで辿れるのは大変

にフォトアルバムのように多数

催されたパリとロンドンの北斎

の可能性を追求し、過去の自分

出品できなかった名品や新発見

稀有なことです。それも保存状

の摺物をまとめた「摺物帖」が

展はいずれも大盛況で、特に永

を超えようとする、その自己変革

の作品がありました。今度の石見

を目指す生き方に、多くの人は

美術館のお披露目展では、そん

惹かれるのかもしれませんね。

な松江では展示できなかった名

しょ ずり

態が良い初 摺の逸品や、世界で
1 点しかない貴重な作品も少な
くありません。北斎の門人の作

た個人コレクションとしては世
界屈指の規模を誇ると言えるで
しょう。

11

月 9 日］

総数は 2,398 件。北斎に特化し

28

日～

品も含めると、コレクションの
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《曙艸（吉野山花見）》
［津和野藩伝来摺物］

趣味人らが出資して作った非売

作を含め、北斎が手がけたあら

［展示期間： 月

分されますが、その各期の代表

品、島根初公開となる貴重な作
今年の 9 月末から、石見美術館

品が多数展示されます。津和野

でも待望のお披露目展がありま

出身の永田先生が故郷に遺して

す。最後に石見の方々へメッセー

くださった素晴らしい作品の数々

ジをお願いします。

を、地域の宝として、皆さまに誇

2019 年初春に松江の県立美術

りに感じていただければ幸いです。

島根県立浜田ろう学校

–

in

﹁たたく・つな がる﹂

今福優 和太鼓アウトリーチ

2019 2020 年度に継続して実施している
しまね伝統芸能祭の地域交流プログラムとして︑

今福優和太鼓アウトリーチ 浜田ろう学校の取り組みを紹介します︒

in

和太鼓体験で

今年度も実施予定です！

笑顔になる子どもたち

ご 来 館 の 皆 様 へ

2020 年度、グラントワでは再

島根県益田市匹見町を拠点に

び和太鼓体験授業を浜田ろう学

新型コロナウイルス感染症

して国内外で活躍する太鼓打ち

校にて実施予定です。去年より

拡大防止のためのご案内

の今福優さん。2019 年度、グラ

少し成長した子ども達との繋が

ントワでは「しまね伝統芸能祭」

りを大切にしながら、和太鼓を

の地域交流プログラムの一環と

通じて日本の伝統音楽の楽しさ

島根県芸術文化センター
「グラントワ」では、以下の
お願いを行っています。

して、今福さんと今福座メンバー

合いも行った上で体験授業をス

と、自分を表現する大切さを深

の堂本英里さんによる浜田ろう

タートしました。

めていってほしいと考えています。

学校での和太鼓アウトリーチを
実施しました。

最初は緊張気味だった子ども

子ども達の聞こえ方に個人差

達もすぐに楽しめるようになり、

はありますが、今福さんと一緒

日本の伝統楽器である和太鼓

次第に取り組みに真剣さが出て

に和太鼓を打つ楽しい気持ちが

に親しむと同時に、今福さんと

きました。気分的に参加しづら

そのまま音や振動となり、子ど

の出会いをきっかけに精一杯自

い子もいましたが、今福さんや

も達それぞれの心と体に響きわ

分を表現する大切さを体験して

先生の声掛けで少しずつ距離が

たっています。ひょっとするとい

もらうことも今回のアウトリーチ

縮まり、太鼓の前に立つことが

つか今福さんと一緒にステージ

のテーマのひとつで、事前に児

できました。

に立ち、和太鼓を通じて自分を

◎すべてのお客様に
マスク等の着用
◎美術館・劇場への
入場前の検温
※ 37.5 度以上のお客様は、ご入場
をご遠慮いただく場合があります。

◎緊急連絡先などのご記入
以下に該当される方はご来館を
お控えください。
・発熱、咳等の症状のある方、体
調不良の方

童一人ひとりの個性や普段の生

最終回では、それまで練習し

表現する日が来るかもしれませ

活の様子を確認したり、今福さ

（作曲／今福
てきた『生命の詩』

ん。そんな未来を想像しつつ、

・過去 2 週間以内に感染が引き続

んの伝えたいことや先生が子ど

優）を発表用の衣装を着て先生

より充実した体験の場をつくっ

き拡大している国や地域への訪

も達に感じてほしいことを話し

や中・高等部生の前で披露しま

ていこうと考えています。

問歴のある方

い の ち

うた

した。ソロパートや合同部分も
やりとげ、
「緊張したけどまたや
りたいです」と感想をくれた子
ども達の顔は晴れやかで、きっ

■開館
（利用）
時間

※グラントワは8:45から開館

と今福さんが伝えたかった精一

石見美術館

杯自分を表現する大切さも感じ

9:30〜18:00
（展示室への入場は閉館30分前まで）

いわみ芸術劇場

られたのだと思います。

9:00〜22:00

■休館日（祝日の場合開館、
翌平日休館）

※催しに合わせて休館日を変更する場合あり。

石見美術館

舞も多いのですが、現場に入

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

※年末年始：12/28〜1/1

るといつも懐かしい気持ちに
なります。益田市出身の私に
とって郷土芸能と言えば「石
見神楽」
。もしかしたら、県
内各地の伝統芸能と石見神楽
芸術文化でつながるご縁

が重なって懐かしさを覚える

島根県内で継承されている

のかも知れません。また、昨

伝統芸能を公演や映像で発信

年開催されたフランチャイズ

し、その魅力を伝える「しま

10 周年記念コンサートでは、

ね伝統芸能祭」が 2020 年 9 月

各団体の活動風景の映像撮影

からグラントワを皮切りに開

も行いました。それぞれの団

催されます。今 回、その HP

体で皆さんがいきいきと活動

作成と映像コンテンツの撮影・

されていたのがとても印象に

編集を担当することになり、

残っています。

只今、4K カメラを片手に島根

石見地域に息づく伝統芸能

県内を巡って郷土の伝統芸能

から幅広いジャンルの文化事

を記録しています。隠岐の島

業を展開するグラントワと連

の「島前神楽」や出雲市埼田

携し、これからも映像を通じ

神社の「青獅子舞」
、松江市

て文化芸術の魅力を発信して

佐太神社の「佐陀神能」など、

いきたいと思っています。

私にとっては初めて目にする

舞台用語

［スタジオヤング

大武英樹］

展 示 室に設 置されて
いる毛髪式温湿度計。
吸湿・脱湿により伸縮
する毛 髪の性 質を 利
用し測定します。

美術館は作品を展示・保存し、後世に伝えるための拠点です。その保存方
法について、美術館学芸員にきいてみました。

Q1，なにが作品の害となるのですか？
湿気・乾燥、カビや虫、太陽や照明の光線・熱、空気中のガスといっ
た、身の回りで当たり前に存在するものです。そして地震や台風な
どの自然災害で、作品が破損・水没の被害を受けることもあります。
Q2，どんな保存対策をしていますか？
適切な温湿度管理や照明の調整、紫外線の遮断などの対策をして
います。また、しばらく展示した作品にはカビや虫がついている可
能性があり、そのままでは収蔵庫に戻せません。そのため、窒素を
使った低酸素濃度の殺虫処理も行っています。

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

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
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【板付き】
幕が上がる前や照明が入る前の舞台に役者が
スタンバイしている状態を「板付き」と呼び、
開始直後に台詞がある芝居やイントロが短い歌
などの演出として多用されます。いわみ芸術劇

主催公演のチケットを先行予約・購入できます。

場では『次の曲のスタートは暗転板付き（暗転
中の板付き）です』といったように、スタッフ
間のやり取りで頻繁に使われる言葉です。
5
次回は「舞台用語●」です。

島根県立いわみ芸術劇場
国の最新の基準を満たし、
大規模な
地震に対してお客様の安全を確保す
るため、
以下の期間について、
大ホー
ル・小ホールの客席および大ホールホ
ワイエ天井の耐震改修工事を行いま
す。
ご迷惑やご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願い致します。

グラントワのホールには、どんなピアノがおいてあるの？
1 点 1 点手作りで、完成まで 1
年以上かかる「スタインウェイ」
のフルコンサートグランドピア
ノが 2 台、
「ヤマハ」のグラン
ドピアノが 1 台のほか、アップ
ライトピアノ、電子ピアノが備
え付けてあります。ホールやス
タジオをご利用の方には、有料
にて貸し出しを行っています。

お知らせ

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。
※県内外18施設（2020年8月1日現在）

工事期間

2021年11月初旬〜
2023年4月末まで

※工事期間は予定です。工事状況ほか諸事情により変更になる場合があります。
※工事の状況によっては、
その他のエリアについても短期間の利用休止になる場合
があります。 ※最新情報ほか、詳しくはグラントワホームページ等でお知らせします。

◎新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容に大幅な変更が生じたため、グラントワニュース62号の配布は中止となりました。また、今後の状況の変化により、63号の誌面につきましても掲載内容に変更が生じる場合がございます。
◎今回発行するグラントワニュースにつきましては、
「グラントワニュースmini」として、通常誌面の半分のサイズで発行させて頂きます。
（次号以降も、当面の間は「mini」サイズでの発行になる場合があります）

