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●特集

「200 年の時を超えて咲き誇る
美しき太平洋の花」
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5 月 3 日、
『キャプテン・クックの
旅するマルシェ』開催！

●「グラントワのおすすめ」
いま一番熱いまち、広島が誇るオーケストラ！

劇場事業紹介

「県西部の文化芸術拠点として」

イベントカレンダー

ゴールデンウィークも
全日開館！
（ 4╱29 〜 5╱7 ）

2017 年 4 月 〜 6月

200 年の時を超えて咲き誇る
図3

《バーニヤ式六分儀》
1900 年代 Ainsley 社製
東京海洋大学百周年記念資料館

美しき太平洋の花

民、マオリが戦闘用に用いた

18世紀の太平洋探検航海が成立背景に

な戦士としてたたえられるマ

ニュージーランドの先住
カヌーの模型（図 4）は、勇敢
オリを象徴する乗り物です。船

図1

が描かれています。博物画の一

『バンクス花譜集』の中からオー

ものです。実際にバンクスは船

種で、知られざる植物の特徴を

ストラリアや太平洋の島々で採

の故障などからオーストラリア

道具や装身具には、細かに装飾

忠実に描き出し伝えることを目

集された植物を中心に 120 点の

に最も長く滞在し、多数の植物

が施された美しいものが多く、

的に制作されました。そのため、

銅版画（図 1、2）と、バンクスたち

を採取しました。その中には、

植物以外にもその土地に暮らす

大変緻密で繊細な描写がこの花

が訪れた地の人々や文化を紹介

先住民のアボリジニが食用にし

人 々や そ の 文 化 に 強 い関 心 が

をはじめ彼らが用いる戦闘用の

譜集の見どころです。バンクス

する民族資料、それにクックの

ていたものや、学名にバンクス

あったバンクスの心を捉えまし

がクックとともに探検航海に出

関連資料など、全部で約 200 点

の名がつけられたもの（広告欄）な

た。実際にバンクスは訪問した

History Museum, London

た頃は、世界のことは今ほどよ

を展示します。
『バンクス花譜集』

どが含まれます。クック関連資

各所で様々なものを入手し、帰

企画展「キャプテン・クック探検
航海と
『バンクス花譜集』展」
について、担当学芸員の廣田
理紗さんに聞きました。

くわかってはいませんでした。

そのもののすばらしさのみなら

料は地図や海図、そして航海に

国しました。後に描かれた肖像

ヨーロッパを中心とした世界の

ず、その成立背景にあった探検

は欠かせない六分儀（図 3）などを、

画にはそれらを誇らしげに周囲

民族資料は首かざりなどの装飾

に配置し、ほほえむバンクスの

品やカヌーなど生活用具を展示

姿が残されています。

《デプランケア・テトラヒュルラ》
『バンクス花譜集』より
（オーストラリア） エングレーヴィング
Bunkamura ザ・ミュージアム収蔵
©Alecto Historical Editions Ltd / The Trustees of the Natural

人々は、未知なる土地

航海も併せて紹介しよ

の発見と、そこに暮

うという企画です。

します。六分儀は、海の上で船

らす人々、彼らの生
『バンクス花譜集』とは一体どん
なものですか？
全 743 点からなる銅版画集で
す。後に英国自然史の父とよば

活、そしてそこに育

探検航海と聞くとわく

が今どこにいるかを知るために

太平洋をめぐる大航海の足取

つ樹木や草花にもま

わくしてきますね！例

欠かせない道具です。特定の星

りをたどりながら多くの美しい

た、関心を向けたの

えばどんなものが展示

の高さや方角をはかり、計測し

植物と様々な民族資料が迎えて

です。

されるのですか？

た日時とあわせて考え、船が今

くれる展示室！今から訪問が楽

どこにいて、次にどの方向へ

しみです。廣田さん、ありがと

まず植物画ですが、

れる、ジョゼフ・バンクス
（1743 ‒
1820）が、海軍士官で海洋探検

なるほど。未知なる

展示する約半数がオー

家でもあるジェームズ・クック

世界を知りたいとい

ストラリアで採取された

（1728 ‒1779）の第 1 回太平洋航

う欲求から生まれた

海（1768 年から約 3 年間）に同
行し、旅の途中で採取した植物

作品なのですね。
はい。展覧会では

図2
《クリアントゥス・プニケウス》
『バンクス花譜集』より
（ニュージーランド）
エングレーヴィング Bunkamura ザ・ミュージアム収蔵
©Alecto Historical Editions Ltd / The Trustees of the Natural History Museum, London

進むべきかを導き出します。

うございました。

図4
《戦闘用カヌー
（模型）
》
ニュージーランド、マオリ
国立民族学博物館蔵

県西部の文化芸術拠点として
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│石見地域の公立文化施設との協働 │

一昨年の開館 周年の大きな節目を経て︑次なる 年へと歩き出したグラントワ︒
いわみ芸術劇場の今期の重点テーマのひとつに﹁石見地域の公立文化施設との協働﹂があります︒
石見地域の文化力の底上げを目指し︑地域の文化施設とタッグを組んで文化事業を展開していくその取り組みをご紹介します︒
10

交流会を通して、参加各様グ
ラントワの諸活動と比べて学
ぶことも多かったと思う。開
館時期は異なるが 2 施設とも
に女性会長のお話から共通し
て言えることは、
「三次のホー
ボランティア会研修旅行から

ルや美術館を私たち市民が支

例年グラントワボランティ

える」との気概を伺い感じる

ア会では「芸術文化とふれあ

「今福優の太鼓塾」
の様子

地域に「循環の渦」を

キーウェイホール）
、大田市民会

環させながら事業を展開する」

館、悠々ふるさと会館（邑智郡

――開館以来いわみ芸術劇場の

川本町）など市町ホールと、い

事業実施において骨格となって

わみ芸術劇場が開館以来取り組

いる考え方です。これは、①劇

んできた連携を、近年はさらに

場で公演を鑑賞し「自分も演じ

強化して協働事業として取り組

てみたい、歌ってみたい」と思っ

んでいます。

たお客様が（
【鑑賞】
）
、②楽器体

アーティストと一緒に劇場を

験やワークショップなどに参加

飛 び 出 す 身 近 な 演 奏 会【 アウ

し学び（
【育成】
）
、③そこで得た

トリーチ】は、石見全域の学校

知識や技術を活かしてミュージ

や病院、福祉施設などで数多く

ワを支えるべく11のグループ

月下旬に、広島県は三次市の

に分かれて頑張っている。今
後とも他施設との交流を通し

「奥田元宋・小由女美術館」の

て更に学び、バージョンアッ
プに努めたい。
［グラントワボランティア会会長
高橋和男］

【第 2 回】
出演予定 志娥慶香

MUSEUM×THEATER ミューシア

「音楽でめぐる探検航海」

行っています。他にも石央文化
悠々ふるさと会館でのロビーコ

録から、現在 85 名がグラント

実施している。2016 年度は11

や美術鑑賞と活動内容報告等

ホールやミルキーウェイホール、
ンサートをはじめ、江津本町甍

睦をかねた日帰りバス旅行を

2ヶ所を 22 名で訪問した。短

カルや演奏会などに参加し公演

術に触れ、学び、創造の喜びを

ンティア会は 150 名を超す登

時間ではあったが、館内見学

を創り上げていく（
【創造】
）
、と
いうものです。そうして文化芸

平成17 年秋開館当初のボラ

ボランティアの資質向上と親

三次市民ホール「きりり」と

江津市総合市民センター（ミル

「鑑賞・育成・創造の3 つを循

ことができたことである。

う協議会」
の支援をいただき、

4月30日
（日）、5月21日
（日）、
6月10日
（土）、6月18日
（日）
各日 14:00 〜（約 45 分）
美術館ロビー／鑑賞無料

体験した人たちが、劇場をより

街道、日原天文台、いわみ〜る

身近に感じ、仲間を増やし、ま

（浜田市）などでもコンサートを

た次の世代へと受け継いでいく

開催しました。また、平成 28 年

旅や、その時代を音楽でめぐる 4 回シリーズのロビーコンサートです。

…。私たちは、そのスパイラル

度は【ワークショップ「いわみ

【第1回】瞑想と躍動の音楽《ディジュリドゥ》 4月30日
（日）
［出演］松谷将之
（ディジュリドゥ）
【第2回】星の音楽《ピアノ》 5月21日
（日）［出演］志娥慶香
（ピアノ）
【第3回】旅の音楽《イギリス古楽器》 6月10日
（土）
［出演］中山ゆき子
（ヴァイオリン）、小林紘子
（チェンバロ）、野田祐子
（バロックチェロ）
【第4回】
祈りと祭りの音楽《ガムラン》 6月18日
（日）
［出演］インドネシア伝統芸能集団 HANAJOSS
（ローフィット・イブラヒム、
佐々木宏実）

が地域の活力と文化力の底上げ

舞台塾」
】も飛び出し、今福優の

につながると考えます。これま

太鼓塾、ブラス塾、キッズ合唱

で、いわみ芸術劇場は様々な鑑

塾を江津市、
大田市で実施して、

賞・育成・創造事業を実施して

多くの地域の方々に芸術活動に

きました。今後はもっと劇場の

参加していただいています。

外に飛び出し、その「循環の渦」

これからも、石見地域の文化

を石見地域の文化施設と協働し

施設が連携するオール石見の文

ながら各地で展開して石見地域

化芸術活動にご注目ください。

美術館と劇場が共同でお届けする新プロジェクト

ミューシア 。

第一弾は、春開催の企画展にちなみ、キャプテン・クックとバンクスの

舞 台 シリー ズ

全体の文化力の底上げをしてい

【舞台上部のお話】

く、
「ぐるぐる大作戦」なのです。

普段、客席からは見ることが出来ませんが、舞
台上部にはバトンやスクリーンが収納されている

石見地域の

非常に広大な空間があります。この空間は、バト

公立文化施設との協働

ンに吊った背景用の幕や舞台セットの隠し場所と

石見各地で「循環の渦」を起

模な舞台の早替えも、ボタン操作でバトンを昇降

心となる基地が必要です。そこ

させて素早く行うことが出来ます！

で、石央文化ホール（浜田市）
、

「江津本町甍街道」
でのアウトリーチの様子

しても利用されます。演劇やコンサートなど大規

こしていくためには、各地で中

島根県無形民俗文化財指定
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劇 団あしぶえ

糸操り人形
3月19日
（日）
チケット発売

2017年
01

（土）
）
5月6日

た
駆使し
映 像も ナ ル
オリジ ー
リ
ー
ト
ス

いわみ芸術劇場大ホール
いわみ芸
わみ芸
芸術劇場大ホー
芸術劇場大ホー
ール
ル
1回目

2回目
2回
回目

開場12:30／開演13:00
場12:30
場12:3
0／開
開演13:00
開演13:00
演

0
演
／開演1
0／開演15:30
場
開場15:0
開場15:00／開演15:30
開場15:00

3月12日
（日）
チケット発売

前売
当日

2,500円［会員 2,000円］
2,800
2
,800
800円［
［会員
会員
会
員 2,300
2
2,300円］
300円
円］

※大人・子ど
子ども同料金
ども同料金 ※2歳以上有料
（2歳未満膝
膝上鑑賞無料
上鑑賞無料。ただしお席が必要な場合は有料）
（2歳未満膝上鑑賞無料。

（日）
2017年5月21日
2
いわみ芸術劇場小ホール
いわ
い
わみ芸術劇場小ホ

開場 13:00
開演
開
演1
13:30
3: 3 0

2017年 6 月4日
（日）

一般
一
般

※全席自由
※
全席自由・税
税込
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

メンデルスゾーン：
ヴァイオリン協奏曲 ホ短
ホ短調 Op.11
ブラームス：交響曲第1番
番ハ短調 Op.68

午後
開場13:30／開演14:00
の部

いわみ芸術劇場大ホール
開場13:30 ／開演14:00

入場料［全席自由・税込］

寿三番叟／山本一流獅子の一曲
三番叟／山本一流獅子の一曲 ほ
ほか
か
演目 寿

入場料

チケット発売
チケ

年

いわみ芸術劇場小ホール
午前
開場10:30／開演11:00
の部

4月16日
4月1
（日）

曲目

入場料

入場料［
［全席指定
全席指定・税込］
税込
込］

伝統を守り古い形態を留めつつ、
伝
統を守
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
人 形は、
われてい
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。
の技をご

﹇指揮﹈高関健 ﹇ヴァイオリン﹈
チャン・ユジン
﹇管弦楽﹈広島交響楽団

宮沢賢治の名作を園山土筆が
演出し、28年上演され続けた。
3万5千人が観た劇団あしぶえの
「セロ弾きのゴーシュ」。
グラントワ
初公演です。

楽しい歌と
元気な踊りが
が
いっぱい！

ܵݎ
و௰
Շ

2017
7月2日（日）
Yoo Jin Jang

ワ公演
グラント
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島根定期演奏会

益田
益

第 回

トーマスと仲間たちが
ら飛び出してステージをかけめぐる!
テレビか
ジカルがグラントワにやってく
ー
ュ
る!
大人気ミ

次回は
「裏方の仕事」
です。

「いわみ〜る」
でのアウトリーチの様子

2,000円［会員 1,700円］
一般当日 2,500円
［会員 1,700円］
高校生以下前売 1,000円
［会員同額］
高校生以下当日 1,500円
［会員同額］
一般前売

4月16日
（日）
チケット発売

※本公演の観劇対象は5歳以上です。

©堀田力丸

Ken
Takaseki

S席
A席

3,500円［会員 3,200円］
2,500円［会員 2,200円］

※全席指定・税込
※学生席あります。
詳細はお問合せください。
※学生席は大学生以下が対象です。
公演当日は学生証を持参ください。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

企画展「

・

探検航海 『

成果として彼が用意した銅版で

花譜集』展」関連

「キャプテン・クックの
旅するマルシェ」開催!
5

3

［水・祝］

恒例
期
間中 「
」。毎年、美術館 企画展 合
開催
。一昨年 「
」、昨年 「北欧」、続
今年 「
・
旅
」
、
・
旅
国々 料理、 菓子、雑貨
集
開催
。

、

今年 「
、

・

、

…

航海」

!

キャプテン・クックこと
ジェームズ・クックは、18
世紀のイギリスの探検家で、

刷られた植物の細密画です。

には、皆さんが初めて出会う料
理もあるかもしれません。クッ

イギリスを出発し、ブラジル、

ク一行が旅先で感じたであろう

タヒチ、ニュージーランド、オー

ワクワク感のようなものを少し

ストラリア、インドネシア、南ア

でも感じてもらえたらと思います。

フリカ…。故郷からはるか離れ

また、マルシェでは、石見ブー

た地で、クックとバンクスたち

スも設けます。その土地ならで

は、多くの未知なる植物に遭遇

はの、
グルメを堪能するのが 旅

します。そして、そこには新しい

の醍醐味。
「旅するマルシェ」に

文化や人々との出会いもありま

遊びにきてくださった皆様を、

した。大航海時代を経た、18 世

地 元 自 慢 の グ ル メで も、お も

紀後半。世界中に「未知」のも

てなしいたします。ゴールデン

のがあふれているという魅惑が、

ウィークはぜひグラントワへ、食

人々の冒険心を駆り立てた時代。

の探検旅行 にお越しください。

航海の中での数々の発見が、クッ

※内容は、変更になる場合があります。

いま一番熱いまち、

ク一行にとって、いかに素晴ら
しく心躍るものであったのか、

広島が誇る

想像するまでもありません。

オーケストラ！

今回のマルシェでは、ニュー

当時、西洋では未知の領域

ジーランド、インドネシア、ア

であった太平洋を三度にわ

フリカなど、その航路を辿り、

たり航海、探検したことで

それぞれの国の料理、お菓子、

知られています。そのクッ

雑貨などを販売いたします。中

多彩なプログラムと第一線
の指揮者・ソリストを迎えて、
広島交響楽団の公演が今年も
行われます。

昨年のマルシェの様子

今回のプログラムは、一度

クの1768 年から約 3 年間に
渡る第一回太平洋航海に同
行し、植物を採集したのが
ジョゼフ・バンクスで、
「バ
エンデヴァー号レプリカ
（オーストラリア国立海事博物館にて撮影）
Courtesy Australian National Maritime Museum

はどこかで耳にしたことのある

「キャプテン・クックの旅するマルシェ」
5月3日
（水・祝） 10:30〜15:00
［会場］大ホールホワイエ・中庭広場（入場無料／飲食・物販等有料）

入場
無料

名曲ぞろい。ですが、曲名は
知っていても、全楽章を聴く機
会はなかなかありません。身

ンクス花譜集」は、航海の

近なホールでクラシックのスタ
ンダードを生演奏で堪能でき
る滅多にないチャンスです。

コレクション展

「草間彌生
ネットとドット」

指揮は、
今回演奏するブラー
ムスに定評があり、東京藝術

5月17日
（水）
〜 7月24日
（月）
会場：展示室 C

大学でも教鞭をとる高関健。
ソリストにはこれからの活躍
が期待されるヴァイオリニス
ト、チャン ･ ユジンがメンデル
スゾーンを演奏します。
公演は7月2日（日）
、チケッ

副館長

若槻真治

トは 4 月16日（日）から発 売
いたします。また友の会会員

草間彌生《
（18D）
》1956 年

コレクション展「草間彌生

（前期展示）

ネットとドット」について、

限定の先行販売を予定してお

前衛性と扇動性は芸術作品を

担当学芸員の南目美輝さんにきいてみました。

作り上げる大切な要素だと思う。

Q1，草間彌生さん、お名前をしばしば目にしますね。

ロシア・アヴァンギャルドは、

ります。詳しくはグラントワま

S．
ストルセヴィチ

でお問い合わせください。

《槌と鎌》
制作年不詳

水彩、
紙

当館蔵

日本を代表する美術家として知られています。絵画、彫刻、イン

その二つの要素を過剰なほどに

スタレーション、映像など多様な媒体を用いた表現活動を展開し、

抱え込んで、熱くて新鮮な（そ

時代の先端を走り続けてきました。日本国内に限らず、欧米の美術

してかっこいい）芸術作品を作

ルドであっただけでなく、スター

http://www.hirokyo.or.jp/

館でも大規模な個展が開催されるなど、世界を舞台に活躍を続けて

り上げた。しかしロシア・アヴァ

リニズム・ソヴィエトに対しても

※詳しくは、グラントワHP「広島交響楽団
第25回島根定期演奏会」をご覧ください。

います。先ごろは、文化勲章を受章し話題になりました。
Q2，注目点はどんなところでしょうか。

ンギャルドは、
ロシア革命（1917）

アヴァンギャルドであったゆえ

という政治性をも抱え込んで、

に。知り合いのロシア人に「ロ

約 30 年で潰えた。あらゆるもの

シア・アヴァンギャルドって知っ

から自立した芸術を目指したが、

てる？」と聞いたら「知らない」

草間さんは、美術家として活動を始めた最初期から、一貫してネッ

それを道具として使おうとする

と答えた。芸術には、長らく愛

トとドットを用いた独特の世界を表現してきました。今回の展示で

力からは自立できなかった。帝

され続けるものと、花火のよう

はそうした草間ワールドにふれていただけます。

政ロシアに対するアヴァンギャ

に短いものがある。

タイトルにあるように「ネットとドット」つまり網目と水玉です。

いわみ芸術劇場 小ホール
［前売］1,000円／
［当日］1,200円
一般：
（友の会会員は各200円引）

子ども：500円

※3歳〜小学6年生以下

ラントワシアターはいわみ芸術劇場小ホールで月
に1度オープンする映画館です。
35mm映写機と
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。

グ

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

会場
入場料

広島交響楽団
オフィシャルサイト

コレクション展

広島交響楽団
Hiroshima Symphony Orchestra
1963 年「広島市民交 響 楽団」として発足。
その後「広島交響楽団」に改称。国際平和
文化都市広島を拠点とするプロオーケストラ
として
「音楽」に
「平和」の祈りと願いを託し、
地域に根ざし、世界に通用する楽団として活
動している。

花を描く、草を描く

4月5日（水）〜5月15日（月）
コレクション展

ふしぎな人々

5月17日（水）〜6月19日（月）

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。

グラントワ弦楽合奏団

コレクション展

森鷗外の美術探訪

6月21日（水）〜7月31日（月）

コレクション展

画家たちの冒険航海

4月12日（水）〜5月29日（月）
コレクション展

粋

―石見根付を愉しむ

5月31日（水）〜8月7日（月）

コレクション展

大下藤次郎《シドニー南端》1898年

ロシア・アヴァンギャルド

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。

4月5日（水）〜5月15日（月）

グラントワ・ユース・コール

コレクション展

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。

ラウル・デュフィ《パステル色の花》
（部分）
1912〜1928年

※「The Collection わたしのおすすめ」
参照

草間彌生 ネットとドット
5月17日（水）〜7月24日（月）
※「美術館にきいてみよう」参照
※会期中一部展示替有

ヴェラ・ロトニーナ
《ロシア・アヴァンギャルド期のテキスタイル〈海上の艦隊〉
》
1929〜30年

詳しくはグラントワまでお問い合わせください。

・展示されている作品数が多く、
とても満足度が高い展覧会だった。芳年の描く浮世絵はまったく古さを感じさせず、展覧会のチラシのイメージもあいまって現代にも通じるデザイン性を感じました。
（40代 男性／企画展「芳年 激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」
）
・全国から多くの合唱団が集まって開催されるイベントということで、
とても興味深く見させてもらった。コンサートでは、合唱団ごとの違いが楽しめた。ステージの最後を締めくくる大合唱は圧巻でした。
（30代 女性／
「グラントワ・カンタート2017」
）
・ほのぼのと考えさせられた。とても良い映画でした。
（60 代 女性／グラントワシアター
「海よりもまだ深く」
）

Grand Toit Event Calendar
2017.04—06
イベントカレンダー

編
■グラントワHPを
芳年展関連プログラム

「こんにちは！」と挨拶してくれ
ます。益田市のあたたかさにふ

開催！

［S.H］
れる瞬間です。

大ホール
時間

催し物名

4／

2
（日）

4／

7
（金） 12:30〜

9:00〜

5／ 21
（日） 14:00〜
6／ 10
（土）

13:30〜
（展示12:30〜16:00）

6／ 11
（日） 10:00〜17:00
6／ 25
（日） 19:00〜

■GNの編集に関わるようになっ

問い合わせ先

第13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

演歌！ふたりのビッグショー
ゲスト:千 昌夫＆石原 詢子

有限会社オカダ・プランニング
0225-22-0934

第7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（大畑）
090-3179-8816

益田高等学校文化部総合公演
Mass-tiva2017 （注1）

島根県立益田高等学校
0856-22-0044

益田！ 皆
（みな）
つろーて
来
（き）
ちゃん祭
（さい）

益田青年会議所
0856-22-5002

佐藤しのぶ 歌は祈り

MIN-ON中国
082-567-0585

て初執筆！ そしてこの号が完成
する予定日は私の誕生日です。
私にとって思い出深い49 号にな
画像はイメージです。

http://www.grandtoit.jp

4／

時間

2
（日）

9:30〜

［M.A］
りそうです。

■夜、炊飯器の蓋を開けると茶

4 月1日（予定）からグラント

色いご飯が入っていた。嫁に、

ワのホームページが新しくなり

「へぇ、今日は玄米なんだねえ」
と声をかけると「炊き込みご飯

公演の様子

小ホール
月／日

浮世絵×ダンス×石見神楽の

ます。これまでの内容を整理し

企画展関連プログラムが1月22

て、より見やすく、より使いや

［I.T］
だわ」との事。

日（日）に開催されました。浮

すいホームページになるようデ

■当館の回廊の床材は、カリン

ザインと構成を一新します。

催し物名

問い合わせ先

世絵×ダンスでは、昨年の「仏

益田市民素人
〜演歌と踊りの競演まつり

岡崎 城世
0856-22-7832

像×ダンス」で大好評を博した

です。表情豊かな木目、深みの

今回のリニューアルに伴い、

ある色、年月とともに増す味わ

ダンサー・藤田善宏さん含む 4

パソコンやスマートフォン、タ

い。愛でながら一周。不思議と

人のダンサーが、スクリーンに

ブレットなど、ご利用の端末に

［S.S］
良案が浮かびます。

映し出された浮世絵を台車や道

あわせた最適なデザインで情報

具を使って再現するパフォーマ

が表示されるようになります。

4／ 16
（日） 14:00〜

バレエ発表会

角田 尚子
0856-31-1215

5／ 18
（木） 10:00〜

第39回島根県食生活改善推進
協議会総会並びに研修会 （注2）

島根県食生活改善推進協議会（宮本）
0855-42-1953

5／ 28
（日） 13:00〜

千波流美里会 踊り発表会

千波流美里会
0856-28-0301

6／

1
（木）

平成29年度安全運転管理者等講習および
益田地区安全運転管理者協会総会

益田警察署交通課
0856-22-0110

ンス「浮世絵見立」と、活動写

6／

8
（木） 12:00〜

平成29年度
益田高校SSH課題研究発表会

島根県立益田高等学校
0856-22-0044

真弁士・坂本頼光さんによる解

チケット販売情報、施設利用に

石見美術館

エレクトーンステージソロ部門 店別大会

宮内オリエント商会
0856-23-0755

説で浮世絵の魅力に迫りました。

関するご案内など、グラントワ

いわみ芸術劇場

の様々な情報の充実を図ってま

■休館日（祝日の場合開館、
翌平日休館）

9:30〜

6／ 18
（日） 13:30〜

6／ 30
（金）

この企画の新しい試みである

創作舞台演劇
「ささやかな さよなら」 劇団「ドリームカンパニー」
（石川）
「まごころ商店街へいらっしゃい」
090-2001-5749

6／ 24
（土） 18:30〜
9:00〜

石見神楽×ダンスは、益田市石

大畑建設株式会社
0856-23-3530

平成29年大畑グループ安全推進大会

多目的ギャラリー
時間

4／ 22
（土） 22日9:00〜18:00
23
（日） 23日9:00〜17:00

催し物名

問い合わせ先

えびね蘭展

石見えびね会
（石田）
0856-23-1290

5／ 17
（水） 19:00〜

第2回毛利治郎グラントワライブ

岡田 正隆
090-8993-9564

5／ 25
（木） 9:00〜18:00
〜28
（日） （最終日17:00まで）

第39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／ 17
（土） 10:00〜

ごうぎん
「年金セミナー」

株式会社山陰合同銀行
0852-55-1881

6／ 20
（火） 15:30〜18:00

大学・短期大学・専門学校 進学相談会

株式会社栄美通信
082-245-7927

スタジオ1
4／

時間

催し物名

4
（火） 4日13:00〜17:00
5
（水） 5日 9:30〜15:00

4／ 21
（金）

タイピック祭り2017

9:30〜

問い合わせ先

株式会社タイピック
（大谷）
0856-23-2800

（注3）

春らんまんラウンドダンスパーティー
益田おやこ劇場例会
「チリンとドロンのコンサート」

6／ 25
（日） 14:00〜

■開館
（利用）
時間 ※グラントワは8:45から開館
10:00〜18:30
（展示室への入場は閉館30分前まで）

9:00〜22:00

※催しに合わせて休館日を変更する場合あり。

いります。

石見美術館 毎週火曜日／年末年始
※平成29年5月2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

■グラントワ会員更新時の

子と舞手に藤田さんのダンスと

特典
（500 円券）
について

坂本さんの口上が加わり、グラ

グラントワの会員更新時の特

ントワでしか見られないバラエ

典として贈呈している 500 円券

ティに富んだ公演となりました。

は、いわみ芸術劇場の主催公演
のチケット購入、グラントワ内
のミュージアムショップ、レスト

古典芸能とダンスと浮世絵の

ランでご利用いただけます。

コラボ、世界的なアートでした。
（広島県・女性）

月／日

展覧会、コンサート、イベント、

見神楽神和会とのコラボによる
「岩戸」です。息の合った神楽囃

月／日

記

中学生や高校生が見知らぬ私に

「ウキウキ浮世絵、
ヨシヨシ芳年」

月／日

後

■私が益田市内を歩いていると、

リニューアルします。

4月〜6月

集

500 円券の有効期間は券面に
記載されています。お得がいっ

各シーンの移り変わりがとて

ぱいのグラントワ会員制度につ

も変化に富んでいて面白かった

いては、本ページ下部の広告欄

です！

をご覧ください。

（愛知県・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

田中 道枝
0856-23-6698
益田おやこ劇場
（原）
090-8244-2208
（2月9日現在）

オロチくんが新しくなったって本当ですか？
注1 スタジオ1でも同時開催。
注2 多目的ギャラリーでも同時開催。
注3 大ホールでも同時開催。
※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

はい、本当です。見た目の姿はそのままに、より愛くるし
い

ふかふかの体

http://www.grandtoit.jp

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︑

グラントワならではの特別な一日︒

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︑

ご家族だけのささやかな会食から︑

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

行ったことないな…久しく行ってないな…

一般（税込）

初めてのお客様も、いつもご愛顧

4,000円

頂いているお客様もぜひこの機会に

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。

お越しください。スタッフ一同
お待ちしております♪

※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。

ƀ Ə Ə Ʒ 商品のご紹介
まったりマスコット＆アニマルマスコット

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
※会場はレストランまたは多目的ギャラ
ランまたは多目的ギャラ
ラリーのいずれかになります。
リーの
のいずれかになります。
オプション対応も可能です。
（料金別途）
※装花・会場コーデ
ディネート等、

※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

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。

Facebook

石見美術館
ミュージアム
パスポート

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。
※価格は全て税抜き

特典

■営業時間／11:00〜22:00

人気
です！

ゆる〜い感じにくつろいだり、ほんわかと可愛ら
しい姿でこちらを見つめてくる動物たちのマス
コットを使って、
あなただけのオリジナル物語を
表現してみませんか？
マスコットを並べられるレジャーシートも販売して
います。ぜひ一度、手に取ってみてください♪

まったりマスコット…￥350
アニマルマスコット…￥200〜
マスコット用レジャーシート…￥380

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

は、優しく遊んであげてくださいね♪

まだミュージアムショップコンアモールに

着席フルコー
着席フルコ
ース料理
ス料理

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

のオロチくんに生まれ変わりました！

グラントワやイベント会場などでオロチくんを見かけた際

心弾むようなグッズを
取り揃えております。

ポニイ ウェデ
ディングプラ
グプラン

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）

● 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）

《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。

● 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!

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

