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企画展紹介

「今福 優

●「もうすぐ出番です！」

新春太鼓祈願 ─ つなぐ─」イベントカレンダー

《隆盛龍城攻之図》 明治 10 年
（1877）
よし いく

「激動の時代を生きた鬼才浮世

子の落合芳 幾 と 14 点ずつ競作

絵師」というのは凄 味のあるサ

した、刃 傷沙 汰、流血の場面ば

ブタイトルですね。芳 年とはど

かりのシリーズで、芳年が「血

すご み

よし とし

んな絵師ですか？
まさに凄味のある絵を描く人

にんじょう ざ

た

みどろ絵師」とよばれる由縁と
なりました。芳幾の作も含めこ

です。
「激動の時代」とは、幕末

のシリーズを全点展示するのが、

の動乱から明治維新を経て日本

本展の大きなみどころです。

が西洋化、近代化を目指した時
代のことです。芳 年 が 15 歳で

ちょっと怖そうですね。衝撃的

デビューしたのはペリーが浦賀

な絵が多いのですか？
いいえ、そうした怖ろしい絵

54 歳 で 亡くなったの が日清 戦

はごく一部で、アクション映画

争の前々年にあたる明治 25 年

のワンシーンを切り取ったよう

（1892）
、というと分かりやすい

なドラマチックな歴史画や、粋

でしょうか。
人 気 浮 世 絵 師、歌 川 国 芳 に

いき

あで

で艶やかな美人画、ユーモラス
なお化けの絵なども楽しめます。

入門した芳年は、初めは師匠の

月をテーマにした晩年のシリー

作風を踏襲した武者絵や役者絵

ズ《月 百姿》は、しみじみとし

を描いていました。芳年の「凄

た情趣にあふれた名作です。全

味 」が 出 てくるの が 大 政 奉 還

体としてはクールな印象を受け

の 前 年、 慶 応 2 年（1866） の

るのではないでしょうか。

《英 名二十八衆句》です。兄弟

つきひゃくし

また、鉄道など文明開化の光

企画展﹁芳年﹂について︑
展覧
会担当の川西由里専門学芸
員に見どころをききました︒

に 来 航 し た 嘉 永 6 年（1853）
、

えいめいにじゅうはっしゅうく

赤瓦、赤瓦、赤瓦プロジェクト
ここにしかない赤瓦ランドだからこそ !!
栗山文昭（合唱指揮者）

お正月は
2日
（月）から開館 !

2017 年 1月 〜 3 月

スーパーバトルからクールビューティーまで、

劇場事業紹介

●特集

なんでもこいの
天才絵師、
見参!

「スーパーバトルからクールビューティーまで、
なんでもこいの天才絵師、見参！」
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景や、西南戦争を主題とした絵

描いた日本洋画の草創期です。

から、グラビア雑誌やテレビの

この時、原田はまだ入門前の 14

ない時代に、浮世絵が目で見る

歳でした。原田が油彩画の技術

ニュースの役割を果たしていた

を携えてドイツから帰国した明

ことも知ってほしいと思います。

治 20 年（1887）は、 芳 年 は 円

とはいえ、
《隆盛龍城攻之図》な

熟期を迎え、
《月百姿》シリーズ

どは報道というよりも、噂を元

が刊行中でした。そして芳年が

にした芳年の創作のようなもの

亡くなった明治 25 年は、原田は

ですが。

多くの弟子を抱え意欲的に制作
をしていた時期であると同時に、

この西郷隆盛には驚きました。

病の影が忍び寄っていた頃でも

ファンタジー映画のようですが、

ありました。浮世絵と洋画の違

時事ネタなんですよね。芳年の

い、江戸の文化を近代的に発展

絵は社会の動きとあわせて見る

させた者と、西洋の芸術を日本

と、より楽しめそうですね。

に広めようとした者、という違

今年夏の企画展で紹介した洋

いはありますが、描くことに命

画家、原田直次郎の歩みと比べ

をかけて激動の 19 世紀末を駆

ても面白いですよ。展覧会が別々

け抜けたという点は同じです。

なので違う世界の人のように思

お互いの作品は見ていたことで

えますが、二人は同じ時代を生

しょうし、東京のどこかで会って

きています。人気絵師となった

いたかもしれませんね。

芳年が《隆盛
龍城攻之図》

を描いたの
は、原田の師、
高橋由一が代
表作《鮭》を

（左）
《英名二十八衆句 因
果小僧六之助》 慶応 2 年
（1866）
（右）
《月百姿 はかなしや
波の下にも入りぬべし津
きの都の人や見るとて 有
子》 明治 19 年
（1886）

今福 優

新春太鼓祈願
─
つなぐ ─

若手太鼓打ちが全国各地よりグラントワに集結。
今年も大きな福をいただきましょう！

など、さまざまな補助事業を
実施しています。プライベー
トでも5colorsとして中庭やス
テージで歌わせてもらい、公
私共にグラントワと親しんで
います。美しい中庭や素晴ら
グラントワを活かし未来へ

大江
助六 戸
太鼓
島根
初
上演！

毎年恒例の「今福 優 新春太鼓祈願」。
今回は、例年とはまた一味違った内容でお届け致します。
東京より大江戸助六太鼓を招聘して、江戸っ子の粋な心意気を体現した
和太鼓を披露。
さらに、
「つなぐ」をテーマに今福 優さんを慕う
若手太鼓打ちが全国各地
（北海道・東京・富山・石川・大分・島根）
から
グラントワに集い、大太鼓の共演で新年を祝います。

「和太鼓」の伝承に向けて

太 鼓 曲 の 作 曲 は もちろ ん のこ

しいホールで歌う時は、本当

グラントワの利用促進のた

に心から「嬉しいな♪」と感

めの事業をおこなう「芸術文

じます。グラントワができて

化とふれあう協議会」の事務

10 年が過ぎ、多くの方が来館

局をさせていただいています。

されている一方で「美術館や

協議会は益田市、吉賀町、津

ホールに入ったことがない」

和野町、島根県、しまね文化

という方も未だにおられます。

振興財団で組織されており、

圏域の方々全員が、来館した

学校や公民館向けの「交通費

ことがあると言える未来を願

助成事業」や、児童・生徒の

いながら、協議会の事業を進

ための「小中学校美術館無料

めていきたいと思います。

化事業」
、NHK の公開番組を
誘致する「夢と未来創造事業」

［芸術文化とふれあう協議会事務局
麻生英治］

そして今福 優さん率いる今福座

今福 優さんの活動の一つに和

と、平成 21年に披露し好評を得

が共演します。島根初上演とな

太鼓の伝承があります。自家用

た「神楽ボレロ」は再演が待た

る大江戸助六太鼓は、宗家であ

車に太鼓を積んで小学校、中学

れるところです。代表曲「生命

る小林正道氏から若手にその伝

校、高校、そして一般の皆さん

の詩」には歌バージョンと太鼓

統がしっかりと引き継がれ、
「つ

のもとに出向いて行き、和太鼓

バージョンがあり、歌詞は今福

なぐ」ということを体現してい

の魅力を伝える活動を始めて20

さんの生き方に対する想いがス

るチームであることを観客の皆

年。走行距離は 90 万 kmを越え

トレートに表現されていて、聴

さんに観ていただきたいという

ました。今福 優さんの太鼓指導

衆の心を打ちます。

今福 優さんの強い思いで実現し

企画展「芳年」関連プログラム

浮世絵×ダンス×石見神楽
「ウキウキ浮世絵、
ヨシヨシ芳年」
2017年1月22日
（日）
開場13:30／開演14:00
小ホール

は簡単明瞭です。
「間違えてもい

♪生かされている自分に

ました。締めくくりは、今福 優

昨年「仏像×ダンス」で大好評を博した、展覧会×ダンス×石見神

い。この一瞬を大切にして思い

気付いてごらん♪

さんを慕う若手太鼓打ちが全国

楽のコラボ企画第 2 弾！ ダンサー藤田善宏が、次に挑戦するのは「芳

♪いのちのうたを

切り打つ！
！」
。
“昭和の親父”そ

地球の底からうたうんだ♪

のままに実直な人柄と、大きな
声で真正面からぶつかって行く

創作活動に加えて、還暦を迎

一所懸命な姿に皆が共感し、い

えた今福 優さんが新たに挑戦し

つの間にか今福ワールドに引き

ようとしているのが「つなぐ」と

込まれています。

いうことです。
「人と人」
「
、未来」
、

各地より集い、大太鼓の共演を

年の浮世絵」
！ 芳年の作品を題材にした石見神楽の上演に加え、活弁

行ないます。今福 優さんがプロ

とダンスで表現する大胆不敵な浮世絵ダンス！ 最後は神楽とダンス

デュースする「新春太鼓祈願」

の競演まで、なんともバラエティに富んだプログラムで、新春のグラ

をどうぞお楽しみください。

ントワを盛り上げます！ あなたも一緒に新しい鑑賞体験、
しませんか？
［出演］藤
 田善宏
（ダンサー、
振付家）
、
あきたけだ、
池田仁徳、
酒井大輝
（ダンサー）
、
益田市石見神楽神和会、
坂本頼光
（活動写真弁士）
［料金］参加無料
（ただし企画展観覧券
〈半券可〉
またはミュージアムパスポートが必要）

「夢」…。あらゆるものを、和太
今まで、そしてこれから

鼓を通じて「つなぐ」ことにも

今 福 優さんのもう一つの活

挑んでいく決意を固めました。

動として創作活動があります。

舞 台 道 具 シリー ズ

「新春太鼓祈願」への想い

【搬入口】

今回の「新春太鼓祈願」は「つ
今福 優

今福 優さんが育った故郷の小学

島根県 益田市匹見町を拠点として活動している太

校が、過疎化に伴い今年度末を

故郷に伝わる伝統芸能「石見神楽」をアレンジした

太鼓見聞録』
に出演。
近年は海外遠征も数多く行う。
また、後進への指導にも力を入れており、和太鼓を
通じた子供の育成や学校公演も精力的に取り組ん

 年 月 日︵日︶
いわみ芸術劇場大ホール 開場 時／開演

1

分

30

̶

13

新春太鼓祈願

13

つ
̶な ぐ

15

時

グラントワ共通カード・ホール友の会﹂
会員様ご優待料金

チケット
発売中

※グラントワ総合案内カウンターのみで販売 ※石見美術館ミュージアムパスポートは対象外

審査員

■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

勝部俊行

※未就学児入場不可、
グラントワホール友の会割引あり

［ゲスト］
ロシア国立極東連邦大学合唱団（ウラジオストク）、
寧波大学芸術学院合唱団（中国・寧波市）
［合同演奏曲（委嘱曲）］
「ことばは魔法」詩：三好清子 曲：信長貴富

パネリスト・審査員

入場料／大人 1,500円・高校生以下 500円
コンクール、
コンサートセット券 2,000円

︵合唱指揮者︶

（日）10：00〜18：00（予定）
2017年1月8日
いわみ芸術劇場大ホール

青山恵子

フレンドシップ コーラスコンサート

︵声楽家︶

曲：寺嶋陸也

︑
 円 ︵当日同料金︒会員お一人様 枚まで︶

※未就学児入場不可、
グラントワホール友の会割引あり

［課題曲（委嘱曲）］
「貝殻」詩：新美南吉

入 場 料［全席自由・税込］
※未就学児無料︒
ただし︑他のお客様の鑑賞の妨げとなる
場合は︑
ご退場いただくことがございます︒

入場料／大人 1,500円・高校生以下 500円
コンクール、
コンサートセット券 2,000円

パネリスト・審査員

信長貴富

（土）10：00〜17：30（予定）
2017年1月7日
いわみ芸術劇場大ホール

︵作曲家︶

美しき日本語のための
日本語歌唱による 合唱コンクール

上演
島根初

今福 優

（高校生以下、
コンクールおよびコンサート出演者は無料）

［基調講演］栗山文昭
［パネリスト］寺嶋陸也、信長貴富、藤井宏樹、青山恵子

鼓

助六太

大江戸

 円︵当日 ︑
 円︶
一 般 ︑
 円︵当日 ︑
 円︶
高校生以下  ︑

パネリスト・審査員

入場料／一般 500円

島根の和太鼓奏者・今福 優が率いる今福座の恒例﹁新春太鼓祈願﹂︒東京より招聘する大江戸助六太鼓は
江戸っ子の粋な心意気を体現した太鼓︑
そして
﹁つなぐ﹂
をテーマに全国各地から集う若手太鼓打ちとの共演をお楽しみに︒

パネリスト・審査員

（金）開場18：00／開演18：30
2017年1月6日
いわみ芸術劇場小ホール

総合プロデューサー

̶作曲家、
指揮者、
声楽家からの発言をもとに̶

藤井宏樹

日本語と合唱〜その魅力をさぐる

︵合唱指揮者︶

2017

レクチャー

寺嶋陸也

写真：平成25年度邦楽地域活性化事業 あわぎんホール
（徳島県郷土文化会館）

2017年の幕開けに、
日本各地の合唱団、
ロシア、中国の合唱団が
島根県に集う
！
！
「観るも良し、歌うも良し」の新しい合唱プロジェクト
「グラントワ・カンタート」
を開催します。

︵作曲家・ピアニスト︶

響きあう和の調べをお楽しみください。

チケット
発売中

次回は
「舞台上部のお話」
です。
栗山文昭

9名がグラントワに集結します。

物の積み下ろしが行えるよう配慮されています。

今福 優 公式 WEB サイト http://imafukuyu.com/

ま な ぶ あ ゆ む つな ぐ

第一線で活躍する若手邦楽演奏家

チケット
発売中

日本 語と合 唱の魅 力を探るレクチャー︑美しい日本 語 歌 唱を追 究 するコンクール︑
ロシア︑中国の合唱団との交流コンサートを通して﹁日本語の歌 ﹂を深める3日間

一般 1,000円
［会員 800円］
・高校生以下 500円

環 日 本 海 芸 術 交 流 プ ロ ジ ェ ク ト

コンサート

《入場料》※全席自由・税込

でいる。

車スペースと屋根が備え付けられ、大型車でも天候を気にせず安全に荷

︵いわみ芸術劇場監督︶

グラントワ・カンタート

元の若手と全国から集った若手、

13:30
いわみ芸術劇場大ホール 開場
開演14:00

では大・小ホールにそれぞれ設けられて
います。特に大ホール搬入口は、広い駐

2004 年～ 2008 年、東京で開催されてきた『青山

オープニング演奏に始まり、地

2016 年12月11日［日］

材等の荷物を館内に搬入するための大
型の扉を「搬入口」と呼び、グラントワ

作品も数多く生み出している。

小 学 校 児 童 4 名と同 小 OBとの

平成28年度
邦楽地域活性化事業
総括演奏会

IMAFUKU YUU

鼓打ち。大太鼓の打ち込みに定評があり、自身の

もって閉校。未来に向けて道川

邦楽

劇場イベントで利用する様々な道具・機

なぐ」をテーマにしています。

赤瓦、
赤瓦、
赤瓦プロジェクト

ここにしかない赤瓦ランドだからこそ!!
石見地域の景観を象徴する建築素材、石州瓦（通称・赤瓦）。
今回、“ 赤瓦 ”と“ 赤瓦の魅力 ”を伝えていく
〈赤瓦プロジェクト〉について、
グラントワ副センター長・若槻真治さんにきいてみました。
ている車の中で、ファッションデ

場は、現在この地方にしかあり

ザイナーの森英恵さんが、外を

ません。全体の軒数や集積率も

見ながら「赤い瓦がきれいね」

やはりこの地域が多いでしょう。

とおっしゃったことがあります。

石見が赤瓦の本場であることに

石見地域に来て、赤瓦に目を向

皆さんは気付かれるのです。

大田市大森町

© Masanobu Takechi

瓦の魅力全体をたくさんの方に

けられる方は多いのです。実際

赤瓦で覆われたグラントワの

伝えたい。日本だけではなく、

は、赤瓦はこの地域だけではな

魅力だけでなく、
大森、
江津本町、

世界中の人に知っていただきた

く全国にありますから、それほ

都野津、波子などの街並みの魅

い。知ってもらうだけではなく、

グラントワは全身赤い（赤茶

ど珍しいものではありません。

力。
（株）丸惣や亀谷窯業（有）

できれば見に来ていただきたい。

色）瓦で覆われています。使用

石州瓦が運ばれた、北海道から

などの工場の魅力。こうした赤

これがグラントワと石州瓦工業

枚数は約28 万枚。内訳は屋根瓦

九州までの日本海沿いや中国地

組合を中心に、大田市、江津市、

12 万枚と壁瓦16 万枚です。この

方各地には、赤瓦の家や集落が

浜田市、益田市で取り組んでい

瓦の枚数は、奈良の大仏で有名

点在しています。また、東北や

る〈赤瓦プロジェクト〉です。

江津市波子町

© Masanobu Takechi

栗山文昭
（合唱指揮者）

日本語は私たちの母語です。
あなたも私も意識下で常にそ
の母語で考え、感じ、行動し
ています。それは「うた」っ
ていることなんだ、と思うこ
とはありませんか？ときに口

な東大寺大仏殿の 2.5 倍、近年

北陸では、かつては石州瓦と同

本年度は、赤瓦の魅力を伝え

修復された姫路城天守閣の 3.5

じように、赤瓦を生産していた

る動画の製作や、ツアーの造成

倍の枚数ですから、これがいか

地域もあったのです。しかし、

を行います。石見の地域資源を

に多いかがわかるでしょう。

石見には 200 年の伝統と蓄積が

活かした〈赤瓦プロジェクト〉
に、

場面であなたも私もうたって

乞うご期待！
！

いるのです。その原生のうた

あります。そして石州赤瓦の工

石見空港から市内へと向かっ

江津本町

© Masanobu Takechi

からでまかせのハミングをし
たり、声を出して泣く声にメ
ロディがあったり、いろんな

を、他の人に伝え、共に語り
うた

かけようとして合せる唱 が生

コレクション展

まれます。そこには美しい母

「森鷗外先生、
語る」

語が必要です。これまで多く

1月11日
（水）
～ 2月26日
（日）
会場：展示室 A

の方が、美しい日本語につい
て研究し語られてきました。
しかし、合唱曲では多くの指
導者が努力を重ねてこられま
したが、今回のような日本語
和田英作

学芸課嘱託員

《海神》
1918年

に特化したレクチャーを合わ

田中志依

せたコンクールは初めてです。
ひとつの新しい流れのはじま

コレクション展「森鷗外先生、語る」について、

りです。

2 人の女の子がおそろいの服

担当学芸員の左近充直美さんにきいてみました。

を着ているのが印象的な一枚。

Q1，面白いタイトルですが、どういう内容ですか？

イラストレーターのピエール・

軍医あるいは小説家として知られる森鷗外は、多くの日記や著作

ブリソー（1885–1964）は柔らか

物を残しています。そのなかには、美術界の動向や美術家たちに関

く穏やかな作風で知られており、

する記述が数多く出てきます。今回はその言葉を幾つか紹介しなが

子ども服や、エレガントな女性

ら、鷗外と関係の深かった洋画家たちの作品を見ていきます。

服を手がけたデザイナー、ジャ
ンヌ・ランヴァンの服をしばし

Q2，注目点はどんなところでしょうか。

「観るも良し歌うも良し」の

ピエール・ブリソー

グラントワ・カンタートに、ぜ
ひこころと体をお運びくださ

《訪問

い。素敵な空間と人々がお待

ジャンヌ・ランヴァンの

ちしています。

アフタヌーン・ドレスと
子ども服》
『ガゼット・デュ・ボン・トン』
PL.11.
1920 年

栗山文昭

ば手がけました。

ひとことで言うと、言葉に秘められた鷗外の鋭い「観察眼」です。

本作は、20 世紀初頭のモード

KURIYAMA FUMIAKI

島根県に生れる。指揮法を高階正光に、合

コレクション展「おしゃれを

唱指揮を田中信昭に師事。二期会合唱団、
東京混声合唱団で研鑽を積み、現在13の合
唱団を有する「栗友会」
（りつゆうかい）の

美術界の動向を冷静かつ的確に捉え、未来を見据えた柔軟性のある

を牽引した重要な雑誌
『ガゼット・

描く」では、ファッションデザイ

審美感覚で美術評を展開しました。もし自分が同じ立場だったら、

デュ・ボン・トン』
におさめられた、

ナーよりむしろイラストレーター

世紀の合唱を考える会合唱人集団「音楽樹」

展示してある絵をどう評するか。
鷗外にならう形で鑑賞してみると、

ファッションプレートとよばれる

に注目し、
「おしゃれ」を伝えた

に携わる。武蔵野音楽大学教授、いわみ芸

また違った作品の側面がみえてくるかもしれません。

色鮮やかな版画のうちの一点。

多彩な表現をご覧いただきます。

音楽監督及び指揮者として活躍する傍ら、21
代表幹事として、
「Tokyo Cantat」等の企画
術劇場芸術監督。

平成28年度 文化庁 劇場・音楽堂等活性化事業
代表：熊谷雅楽映

コレクション展

あなたはどう見る？

―よく見て話そう美術について
1月2日（月）〜2月27日（月）

堂本尚瑯《宇宙Ⅰ》1978年

※「はみだし情報」参照

3月1日（水）〜4月3日（月）は、メンテナンスのため休室
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。

指揮：田村拓男

コレクション展

森鷗外先生、語る

『森英恵流行通信』
1967年2月号

1月11日（水）〜2月26日（日）
※「美術館にきいてみよう」参照

コレクション展

（日）12月11日（日）
2017年3月5日

いわみ芸術劇場大ホール

チケット発売

開場13:30 ／開演14:00

入 場 料
全席自由・税込

一般前売 1,000円［会員 800円］
一般当日 1,300円［会員 1,100円］
高校生以下 無料

3.12

ファッションを伝える・拡げる

第6回 定期演奏会

2017.

3月1日（水）〜4月25日（火）

開場13:30 ／開演14:00

いわみ芸術劇場
小ホール
1月15日
（日）

【指

揮】加藤幹雄
チケット発売
（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】
ヴィヴァルディ 四季より
「春」
「夏」、
チャイコフスキー
「花のワルツ」、パッヘルベル
「カノン」他

一般前売

流派、年齢、経験を越え結成されたグラントワフランチャイズ芸術団体
「島根邦楽集団」
11回目の定期演奏会。
ゲストに次世代を担う若手実力派
尺八四重奏団「破竹」
を招き、邦楽の魅力を余すところなくお届けします。

1,000円［会員 800円］

入 場 料 一般当日 1, 200円［会員 1,000円］

［全席自由・税込］

高校生以下無料

ファッションには流行がある、といわれますが、それは、
ファッションを伝え、伝えられた人同士の間で拡がってはじめて成立するものです。
この展示では雑誌や写真、版画など人と人の間を媒介し、流行を作ってきたものを展示します。

コレクション展

おしゃれを描く

ゲルダ・ヴェイナー《午後のタフタ》
（部分）
『ジュルナル・デ・ダーム・エ・デ・モード』より
1914年

―ファッションプレートにみる女性の装い
1月2日（月）〜2月27日（月）

※「The Collection わたしのおすすめ」参照

3月1日（水）〜4月3日（月）は、メンテナンスのため休室

※3歳未満のお子様のご入場はご遠慮願います。

・原画をたくさん観ることができたので嬉しかったです。初版との違いや、原画に色が塗られるのではなく、別に色を組み合わせていくというのは初めて知りました。
（40代 女性／企画展「誕生60周年記念 ミッフィー展」
）
・踊りや歌がとても上手でよかった。本物
（プロ）
のミュージカルを観ることができて嬉しかった。
（60代 女性／
「劇団四季ミュージカル『ウェストサイド物語』
」
）
・実話などの家族愛等のヒューマン的な映画が大好きなので、これからも期待しています。来月の「先生と迷い猫」もかならず見に来ます！
（40代 女性／グラントワシアター
「母と暮せば」
）

Grand Toit Event Calendar
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イベントカレンダー

1月〜3月

編
■グラナリエ 2016 in グラントワ
［日時］
11月19日
（土）
～

1／

2
（月） 13:30〜

催し物名

問い合わせ先

平成28年度 益田市成人式

益田市成人式実行委員会
0856-31-0622

第49回 益田市学校ダンス発表会

2／

3
（金） 13:00〜

平成28年度 益田高等学校
SSH生徒研究発表会

益田高等学校
（俵）
0856-22-0044

2／

5
（日）

8:50〜

益田ひかり保育所 平成28年度 発表会

益田ひかり保育所
0856-22-1467

2／ 11
（土）

8:40〜

益田翔陽高等学校 課題研究発表会

益田翔陽高等学校
0856-22-0642

12 月25日
（日）

最近一年が経過するのが早く感

日没～ 22:00

じるのは何故でしょうか？ 心に

島根県吹奏楽連盟
島根県吹奏楽連盟益田支部
第9回 益田支部スプリングコンサート （中西中学校 田村） 0856-28-0510

2／ 26
（日） 10:00〜

歴食JAPANサミット第2回大会 in 益田

益田商工会議所
0856-22-0088

月／日

時間

1／

催し物名

リエの灯りを「キレイだな～」と
■コレクション展

プレジャーB
コメディ・クラウン・サーカス

4
（水） 13:30〜

（株）
ビジネスプラン
0856-23-6116

眺めてからもう1年。色々あって

関連トークイベント

［T.Y］
も、
自分の中にぶれない軸を。

「みるみると見てみる？」

■通勤中に犬の散歩している人

［日時］
2017 年 1月8日
（日）
、

達とよく声をかわします。今年

14日
（土）
、
29日
（日）
、

こそ帰省して愛犬に会いたいと

小さな子どもたちが参加でき
るプログラムとして組み立てた

2 月11日
（土）
、
26日
（日）

思いますが、この号が出てる頃

内容です。会場は、当館の「ス

いずれも14:00 ～

には帰れてるかな？［H.D］

よい広々とした空間。講師はピ

問い合わせ先

■水盤にキラキラ揺れるグラナ

※入場無料

タジオ1」という木目の床が心地

小ホール

余裕がないからかなあ！
！ それと
も…［K.Y］

［会場］
中庭広場ほか

当日の様子

2／ 12
（日） 12:45〜

［会場］
石見美術館

展示室 A

■手加減無しで面を打ち込まれ、
漫画のように口から泡を吹いて

※協力：みるみるの会

アニストの山根浩志さんと声楽

コレクション展「あなたはど

気絶する。僕が中学生の時、剣

家のモチェオ久美さん。展覧会

う見る？－よく見て話そう美術

道の授業で起きた実話です。
（気

で紹介しているミッフィーの絵

について」は、鑑賞者が自由に

［I.T］
絶したのは同級生）

本の朗読に、ピアノの即興の演

思いを巡らせたり、感想や意見

1／ 29
（日） 13:00〜

第31回 益田市民音楽祭

正派雅映会
（熊谷）
0856-22-3345

2／

常盤乳児園 発表会

常盤乳児園
0856-22-0951

第15回 管弦打アンサンブルコンサート

サウンド・パレット
（豊田）
0856-23-7379

奏が重ねられ、参加者はじっく

を述べられるよう、キャプショ

平成28年度 益田東高等学校 予餞会

益田東高等学校
（柳井）
0856-23-3435

りとそのパフォーマンスに見入

ンや解説を付けずに作品を展示

り、聴き入りました。それから、

する展覧会です。
これに関連し、

絵本のストーリーから連想され

鑑賞者同士で意見や感想を交え

4
（土）

9:00〜

2／ 26
（日） 14:00〜
3／

2
（木） 13:00〜

多目的ギャラリー
月／日

時間

催し物名

問い合わせ先

5
（日） 9:00〜18:00 エムフローラ・フラワーデザインスクール
6
（月） （最終日16:00まで） 講師・生徒作品展

2／

2／ 11
（土） 9:00〜19:00 第29回 ますみっ子
活動展
〜13
（月） （最終日15:00まで） 「みて みて ぼくらを！」

エムフローラ・フラワーデザインスクール
0856-22-2044
益田市特別支援教育研究部会
（益田小学校 原） 0856-22-2395

10:00〜
3／ 19
（日）
吉田こども園 卒園式・作品展
（展示9:30〜12:00）
3／ 30
（木） 9:00〜19:00
〜4／ 2
（日） （最終日17:00まで）

第5回 抱山舎書展

る歌を一緒に歌い、楽器を鳴ら

るイベント「みるみると見てみ

し、身体を動かしました。参加

る？」を開催します。他の人は

した子どもたちは、息のあった

どんなことを感じ、どんな風に

吉田こども園
0856-22-1730

お二人の講師の進行にあっとい

考えながら作品を見ているので

う間に引き込まれ、集中して楽

しょうか。互いに意見を交えな

寺井 史明
090-3177-1480

しんでいました。

がらじっくりと作品を味わって

美術館での展覧会に併せて、

■開館
（利用）
時間
石見美術館

時間

催し物名

3／ 13
（月） 18:30〜

るのが、グラントワの活動の特

問い合わせ先

益田おやこ劇場
（原）
益田おやこ劇場 第186回例会
「らくだ」
090-8244-2208
（11月8日現在）

いわみ芸術劇場

■休館日（祝日の場合開館、
翌平日休館）
石見美術館

※年末・年始の休館日
平成28年12月27日
（火）
〜平成29年1月1日
（日）

■石見美術館、
展示室 A、
Cの
閉室のお知らせ

上記の期間、展示室 A、C は
すごく楽しく子どもも大人も

メンテナンスのため閉室いたし
ます。展示室 Bは通常通りご覧
いただけます。

会員募集中!

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・石見空港から連絡バスJR益田駅まで約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

「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。

高い所の照明はどうやって交換しているの？

います。

5,000円

（税込）

完 全
予約制

プラン

シェフおまかせ料理

120分フリードリンク

※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/

コンアモール特製の新春福袋を新年2日
から販売します。
今回の福袋は限定10個
の特別版です！ ミュージアムショップな
らではの視点でセレクトされた商品が詰
まった新春福袋の中身は開け
てみるまでのお楽し
み。
お買い求め
はどうぞ、
お早めに。

10個

※写真は
イメージです。

た鬼才浮世絵師」
の関連グッズ

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。

石見美術館
ミュージアム
パスポート

を販売いたします。皆様のご来店

一般（税込）

スタッフ一同お待ちしております。

期間限定販売

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

数量限定

入
●
上の商品
以
倍
2
RICEの
中身はP

企画展
「芳年 激動の時代を生き

http://www.grandtoit.jp

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。

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

■営業時間／11: 00〜22 : 00

新春福袋

売
※り切れの際は
ご容赦ください︒

※4名様から承ります。※イベント開催日・火曜日は応相談。
※当日のキャンセル・人数変更等はご遠慮ください。
※会員割引対象外

FUKUBUKURO

［時間］18:00〜21:00（21:30に閉店いたします）

忘新年会

11月18日（金）〜
12月22日（木）
（金）
2017年1月6日 〜30日（月）

忘年会 2016 年

コ ン ア モ ー ル 特 製

5,000円

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

交換だけではなく、展覧会の展示替えなどにも使われて

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

2017 福袋

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

る高所作業台を使って交換しています。ジーニーは照明の

2017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。

グラントワ内レストラン・ポニイで
ちょっぴりお洒落な忘新年会をしませんか？
ただいまご予約受付中です！

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）

通称「ジーニー（※製作メーカーの名前）
」と呼ばれてい

「2017イベントスケジュール」
、
2月下旬から配布予定！

※写真は全てイメージです。

第2・第 4火曜日／年末年始

※催しに合わせて休館日を変更する場合あり。

4月3日
（月）

（益田市・女性）

MENU

毎週火曜日／年末年始

いわみ芸術劇場

［日時］
2017 年 3 月1日
（水）
～

たらと考えています。

ノリノリでした。

お一人様

9:00〜22:00

※グラントワは、
8:45から開館しています。

みませんか。

徴のひとつ。今後も続けていけ

※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

新年会

10:00〜18:30

（展示室への入場は閉館30分前まで）

音楽をからめた事業を実施でき

スタジオ1
月／日

■この前まで暑い！暑い！と思っ

「絵本と音遊び」
、
楽しみました！

益田市学校教育研究会保健体育部会
（鎌手中学校 山﨑） 0856-27-0520

1／ 19
（木） 13:50〜

記

て い たら、間 もなく師 走！
！
？
？

※ただし、
11月22日
（火）
、
12 月13日
（火）
の
休館日を除く。
時間

後

ミッフィー展関連プログラム

大ホール
月／日

集

● 提携美術館※の観覧料割引

※県内外21施設（2012年11月5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！！

