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企画展紹介

「 中国5県の仏像に会える。
劇場事業紹介

の開幕を前に、
担当学芸員の椋木賢治さんに
展覧会の見どころを
ききました。

グラントワの開館 周年を
記念する企画展
「祈りの仏像 石見の地より」

「グラントワ開館 10 周年記念 音楽の祝祭」

イベントカレンダー

おかげさまで 10 周年 !

錦織健（オペラ歌手）

2015 年 10 月〜12 月

でしょうか？

じつに 6 年ぶりの仏像展ですね。
前回は 2009 年に「千年の祈り

《四天王立像》平安時代

石見の仏像を一堂に集める初め
ての展覧会となりました。これ
まで石見では重要文化財の仏像
はわずか 1 点のみ、
「石見の仏像」

広島 ･ 古保利薬師堂

というテーマで企画展ができる
とは誰も思っていませんでした。
ところが、展覧会の予備調査で
いくつもの文化財級の仏像が知
られることとなり、限られた期間

近隣の医光寺にある仏像が、南

での調査でしたが 34 体の仏像を

北朝時代に当地の豪族 ･ 益田氏

展観する規模となりました。

によって造立されたことが銘文
から知られる発見がありました。
こうしたなか、またグラントワ
で仏像展を見たいとの声も多く

級の仏像がないわけではなく、

寄せられていましたので、それ

調査が行き届いていないだけ、

では開館 10 周年に向け、あらた

まだまだ人知れず隠れた古仏が

めて石見全域を調査して、その

眠っていることを確信しました。

成果を皆さんにご覧いただこう

その後の調査でも、グラントワ

と考えたんです。

ついに実現
待望の仏像展、
グラントワでふたたび

石見の仏像」というタイトルで
開催しました。その名のとおり

そうなんです。石見に文化財

●「もうすぐ出番です！」

調査はどのように進められたの

10

探せばまだまだ出てくると…。

グラントワ開館 10 周年記念感謝祭
「きんさいデー」開催

中国 県の
仏像に
会える。

ついに実現！待望の仏像展、
グラントワでふたたび」

43

!
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しっかりとした形で、これだけ
の数、今に伝えられていること

まず 石 見 全 域 の お 寺 に アン

は奇跡といっても言い過ぎでは

ケート調査を実施しました。古い

ないでしょう。この地に生きた

仏像があるかないか、当館によ

人々の営みを見るようで感動を

る学術調査を受け入れるか否か。

覚えます。

このアンケートで仏像調査に賛

さらに古く、奈良時代に遡る仏

同された約 50 か寺を実際に訪

像が 1 体、見出されたことにも

ね、どんな仏像が安置されてい

たいへん驚きました。この時代

るか調べて回ることから始

に造られた木彫仏が近畿以外

めました。こうして調べた寺

の地で見つかることはとても稀

院の仏像から、文化財に比

です。日本製の木彫仏としては

肩する可能性のあるもの

中国地方最古の作例となり

を対象にさらに詳しい調

ます。まさに文化財級の発

査を行いました。仏像を

見といってもいいでしょう。

安置される高いところか
この度の展覧会はそんな仏

ら降ろして、きれいな
刷毛でお身拭いをし、

像に会える、貴重な機会に

各部の大きさを細かく

なりますね。

測り、どのような構造

このようにして新たに見出

になっているか、身体の中

された石見の仏像が初めて

に銘文がないかなどを調

集う場となりますし、今回は

べ、制作年代を導くため

10 周年の記念にさらにエリ

の調書を作成します。

アを広げ、
「祈り」をテー

このときにはプロの

マに中国地方 5 県から

カメラマンに来ても
らって、像の正面はも

たくさんの仏像が集ま
《十一面観音菩薩立像》唐時代
山口 ･ 神福寺

とより各方向からの詳

ちゅう

ります。また石見出身で
ねん な りょう

鎌倉時代の高僧 ･ 然阿良

細な写真撮影もしておきます。

忠 上人ゆかりの寺院から貴重な

どんな仏像が見つかりましたか？

2 点、重要文化財 16 点、新発見

宝物が特別出品されます。国宝

《大日如来坐像》
鎌倉時代
島根 ･ 永明寺

平安 ･ 鎌倉時代に造立された

･ 初公開作品 12 点など、展示総

仏像が 8 体も見つかりました。

数約 60 点が集うまたとない機会

今から 7、800 年も前の仏 像 が

です。どうぞご期待ください。

2005 年 月に開館して 年︒

11

国内トップレベルの演奏を味わうとともに︑

10

全国から島根県ゆかりの人々が集い︑

10

ともに祝う﹁音楽の祝祭﹂を

月 日
︵土︶︑ 月 日
︵日︶
の

2日間にわたってお送りします︒

10

きたい。
」この気持ちを常に忘
れず、みなさまに愛されるレ
ストランを目指しています。
おかげさまで、地元の生産
者によって大切に作られた食

10

材をふんだんに使った料理は
レストランで感動の余韻を

10

2012年3月「第九コンサート」の様子

開

グ ラ ン ト ワ

館

10

周

年

記

念

音 楽の祝 祭
国内トップレベルの

メンバーによる、流麗なサウン

弦楽アンサンブル

ドにご期待ください。

で10 年。これまで「レストラ

産など、企画展にちなんだ趣
向を凝らしたメニューもみなさ

のみならず、国内外の各地か

まにご好評をいただいています。

ら多くのお客様にお立ち寄り

「芸術を鑑賞すること」
「食

いただけたことに、喜びと感

事を楽しむこと」これらに共

謝の気持ちでいっぱいです。

通するのは
「心が豊かになる」

私たちは、
「歴史・自然に彩

ということ。これからも学び

られた石見地方の料理を堪能

と感動を体験したあとの憩い

していただきたい。
」
「芸術に

の場として、私たちはグラン

触れたあとの感動の余韻を食

トワとともに歩んでまいります。

事でも存分に味わっていただ

総勢約300人で祝う、

実力ともに国内トップのNHK 交

開館10周年

響楽団より、13 人の弦楽アンサ
ンブルをお楽しみください。
プログラムはモーツァルト作

【ワークショップ】9月20日
（日）13:00〜17:00
スタジオ1
【パフォーマンス】9月21日
（月・祝）14:00〜

常任指揮者の今岡正治。

（参加者は12:00集合16:00解散）

企画展「祈りの仏像」をより深～く味わうため、ダンスをしながら

2日目は「県民・第九コンサー

い、人類愛を歌うベートーヴェ

仏像に近づこうという、世にも珍しい体験型イベント。人気ダンスカ

ト」と題し、島根県ゆかりの総

ンの名曲を、いわみ芸術劇場大

ンパニー「コンドルズ」のメンバーで仏像が大好きなダンサー、藤田

勢 300 人以上が、ベートーヴェ

ホールでお楽しみください。

善宏さんと楽しく踊りましょう。誰でも踊れる簡単なダンスです。老

曲「アイネ・クライネ・ナハト

ン作曲「交響曲第 9 番」を演奏し、

ムジーク」
、ヴィヴァルディ作曲

開館10 周年を祝います。
ソリストは澤江衣里
（ソプラノ・

「四季」です。タイトルだけでも
聞き覚えのある方が多いのでは

益田市出身）
、
鳥木弥生（アルト）
、

ないでしょうか。おなじみのメロ

錦織健（テノール・出雲市出身）
、

ディを一流の演奏で耳にするま

福島明也（バリトン・出雲市出

たとない機会です。N響コンサー

身）
。特別ゲストに、ともに益田

トマスター、愛称「まろ」こと

市出身の岡崎耕二（東京都交響

篠崎史紀氏と若いフレッシュな

楽団首席トランペット奏者）
、山
本直人
（名古屋フィルハーモニー
交響楽団首席オーボエ奏者）を

N 響メンバーによる
アンサンブルコンサート
10月10日
（土） 14:00 開演
大ホール
［入場料］
全席指定

一般 3,500円

若男女どなたでも、お祭りみたいな感覚で、ダンス経験がない方も気
軽にどうぞ！ パフォーマンスはどなたでもご覧になれます。
［講師］藤田善宏
（ダンサー、
振付家）［料金］参加無料
（要申込、
先着20名）
［申込方法］電話・FAXまたはメールで、
氏名、
住所、
電話番号、
年齢をお知らせください。
申込先：グラントワ代表
（4ページINFORMATION欄をご覧ください）
※両日とも参加できる方のみお申し込みください

高校生以下 1,500円

県民・第九コンサート
10月11日
（日） 15:30 開演
大ホール

舞 台 道 具 シリー ズ

【プロンプターボックス】

［入場料］
全席自由

一般 2,500円

高校生以下 1,000円

オペラ等で舞台上のセリフや動きを忘れて

迎えます。オーケストラは、松
江市を拠点に山陰地方各地で演
奏活動を行う山陰フィルハーモ
ニー管弦楽団に、グラントワ弦

ます。プロンプターは客席から見えないよ

高校生以下 2,000円
両公演とも
※30分前開場

が共演します。合唱はグラント

引き
（高校生以下割引なし） ※未就学児入場

10

周年記念

10

動きの指示を出す人をプロンプターと呼び

［料金］一般 5,000円

不可

※ホール友の会会員は500円

うに舞台前部にある覆い付きの穴に隠れま
すが、そのスペースを「プロンプターボックス」と呼び、グラントワで
は大ホールに取り付けることが出来るようになっています。

※ 7月25日
（土）
チケット発売

次回は
「舞台用コンセント」
です。

月4日︵日︶

グラントワ開館

1990年東京藝大在学中に
を
「クライズラー&カンパニー」
結成しデビュー。解散後は
ソロで活動し、
クラシックの
領域にとらわれない
ヴァイオリンの魅力を
様々な形で広めています。
デビュー25周年を記念し
待望の全国ツアーが、
開館10周年を迎える
グラントワで実現します。

8月1日
（土）

9月6日
（日）

チケット発売

チケット発売

桂米團治

﹇出演﹈桂ざこば︑桂米團治 他

桂ざこば
入場料

日本の笑いの源流︑上方落語をお楽しみください︒

15

いわみ芸術劇場小ホール

開場 時 分／開演 時

と
同時開催！
ー﹂と
﹁きんさいデ

30

「音楽の祝祭」
セット券

楽合奏団、萩弦楽オーケストラ
ワ合唱団のほか、公募により県

しまった役者に対してセリフのフォローや

2015年

桂米朝一門会

篠崎史紀氏

和田賢二］

「仏像×ダンス」
ワークショップ

内外から多くの参加者が集い、

開館10 周年を祝うにふさわし

［レストランポニイ

企画展「祈りの仏像」関連プログラム

山陰フィルハーモニー管弦楽団

アンサンブルコンサート」
。人気、

だメニューやゆかりの地の名

ンポニイ」にも、県内・市内

「歓喜の歌」を奏でます。指揮は

初日は、
「N 響メンバーによる

14

もちろんのこと、画家が好ん

グラントワが誕生して今年

チケット
発売中

会員 2,500円［一般 3,500円］

2015年11月13日
（金）

18:00
いわみ芸術劇場大ホール 開場
開演18:30

※前売券完売の場合は、当日券は販売いたしません。
あらかじめご了承ください。
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

朝夏まなと

※全席指定・税込 ※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

■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

実咲凜音
©宝塚歌劇団

※写真は公演内容とは異なります。

入場料
全席指定・税込

前売／会員 7,000円［一般 7,800円］
当日／会員 7,500円［一般 8,300円］

※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

建築と10 年のあゆみ」

グ ラ ントワ 開 館 10 周 年 記 念 感 謝 祭

｢きんさいデー｣ 開催

展を開催。
各界アーティ
ストの直筆サイン入り
瓦の展示も行います。
そのほか、清流・高

2015 年10 月4 日（日）10:00 START!

津川の「生物展示」や
「 ハ マ グリ貝 アート体

おかげさまで、今年の10 月にグラントワは開館10 周年を迎えます。

験」
、
「地元芸術家の作

日頃の感謝の気持ちを込め、グラントワ全館を使って

品展」
、
「ものづくり体

皆様をおもてなしする特別な 1日、それが「きんさいデー」です。

験」なども。
（一部体験
昨年の様子

観る・聴く

継ぐ桂ざこば、桂米團治など一
流の話芸を堪能ください。

コーナーは有料）

な？ 当日をお楽しみに。

毎年おなじみ、豪華商品が当

中庭広場では
「きんさい食堂」

たる「グラントワ会員限定福引」

展覧会、落語、ミニコンサートetc

そのほか、グラントワフラン

が大々的にオープン。来場され

は今年も実施！ 福引は、当日入

美術館では、全展示室を無料

チャイズ団体のミニコンサート

た皆様のお腹を満たしてくれる

会された方も参加できますよ。

なども予定しています。

様々なグルメやパン、手づくり

文化芸術の秋を、ぜひグラント

の焼き菓子など、バラエティー

ワでお過ごしください。

に富んだお店がずらりと立ち並

※イベントの内容は予告なく変更になる場合があります。

開放します。企画展は10 周年事
業の目玉でもある「祈りの仏像
石見の地より」
。仏像展の開催
は 2009 年の「千年の祈り

石見

の仏像」以来 6 年ぶり。中国5 県

遊ぶ・食べる

錦織健

びます。

巨大遊具、きんさい食堂

（オペラ歌手）

秘仏や新発見の仏像が集結する

に 集 合！－。5 月 の ゴ ー ル デ ン

知る・体験する

必見の展覧会です。

ウィークに引き続き、巨大遊具

各種展示・体験コーナー

ちびっ子の皆さんグラントワ

からめったにお目にかかれない

© 大八木宏武（都恋堂）

小ホールでは
「桂米朝一門会」

が大ホール舞台に登場します。

多目的ギャラリーではグラン

の落語を行います（※有料）
。今

GW では巨大迷路を設置し、多

トワの建築模型、図面の展示に

年 3月惜しまれながら亡くなった

くの家族連れの方々でにぎわい

あわせ、美術館・劇場事業のポ

上方落語の象徴で人間国宝の桂

ました。さて、きんさいデーに

スターを掲示し、10 年間のあゆ

米朝さん。その芸の神髄を引き

はどんな 遊 具 が 登 場 するの か

みをふりかえる「グラントワの

このところ島根は旬ですね。
出雲大社に石見銀山、テニス
の錦織さんの大活躍、東京で
は 島 根 の 農 産 物 や 海 産 物の
「島根グルメフェア」がそこら
中で開催されています。
マイナー県と自虐していた
昔からうって変わり今や堂々
たるメジャー県。
体験コーナーの様子

ただしブラスバンドやコー
ラスはかなり前から有名で業

特別展

界内でもよく話題に上る存在

「開館10周年記念
コレクション探訪
ようこそ美人画館へ」

でした。
国内各地のプロオーケスト
ラで島根県人プレイヤーと出

12月19日
（土）
～
2016 年 2月1日
（月）
会場：展示室 D

会う事もしばしばです。
そう、音楽だけは昔からメ
ジャーだったのです。
そして島根の音楽文化の象

山田喜作《真夏の港》

学芸員
特別展「ようこそ美人画館へ」について、
担当学芸員の川西さんにききました。

Q1，開館10周年の特別な展示ですか？

帯刀菜緒

この日本有数のホールが完
成して10 年、島根の「売り」

雲谷派初代・等顔によるめず

が観光やグルメだけでないこ

らしい押絵貼屏風が当館コレク

とを発信し続け証明してきま

ションにあります。人物や牧馬、

した。

収集方針「ファッション」にちなみ、
当館では女性像、
いわゆる「美

梅 の 花など様 々な テーマの 12

人画」をまとまった数所蔵しています。開館10 周年を機に、普段の

枚の絵を各扇に貼った屏風で、

コレクション展では少しずつ展示しているこれらを一堂に集め、館

等顔の冴えわたる筆致が堪能で

の特色を再認識してもらおうと考えました。古今東西、様々なジャ

きます。

ンルの女性像が、広い「展示室 D」に集結します。

徴こそがグラントワ。

そのグラントワでの10 周年
記念の第九が、まさに「旬の

とうがん

雲谷等顔

島根」の追い風の中で演奏さ

《山水人物花鳥図

れるわけです。

おし え ばり

（部分）
押絵貼屏風》

桃山時代の画家の中で、雲谷

江戸時代初期

エキサイトしない訳があり
ません。

当館蔵

等顔の名前は長谷川等伯や狩野
Q2，壮観でしょうね！ タイトルもちょっと変わっていますが？
やかた

いつもと違った動線を設定し、展示室を「館」に見立てた会場構

永徳ほど知られてはいないかも

舟に次いで西のナンバー 2（関

しれません。等顔は肥前に生ま

脇）に名前が挙がり、画技が高

錦織健

NISHIKIORI KEN

国立音楽大学卒業。文化庁オペラ研修所第
5 期修了。ミラノ及びウィーンに留学。数多く

成にします。色々な部屋を往き来しながら、
「美人画館」に住む女

れ、のちに毛利家のお抱え絵師

く評価されていました。石見地

のオペラやコンサートに出演している他、近

性たちを訪ねるという趣向です。作品や作家にまつわる豆知識もち

となり雪舟流を継承しました。

方には雲谷派の作品が多く残っ

た、NHK－FM
「DJクラシック」のパーソナリ

りばめ、
コレクションをより深く味わっていただく機会にしたいです。

江戸後期のある画人番付では雪

ています。

［監督］
マキノ雅弘 ［出演］
鶴田浩二、
松方弘樹

11月20日（金）
13:00〜14:31
人生劇場
網走番外地

飛車角と吉良常（1968年）
［監督］
内田吐夢 ［出演］
鶴田浩二、
高倉健

チケット発売

30

18

時

14:50〜16:39

8月29日
（土）

17

分／開演

［監督］
石井輝男 ［出演］
高倉健、
丹波哲郎

13

11

21

コレクション展

ティーを務めるなど幅広く活動している。

うつくしい／うつくしくない

11月21日（土）〜2016年1月11日（月）

ダイアン・アーバスやベルナール・フォコンの写真などを紹介し、
美術作品に見出せる「美しさ」とはなにか、
そのことについて展示を通して考えます。
森村泰昌
《セルフポートレイト（女優）／バルドーとしての私・3》

コレクション展

バイアスカットのエレガンス
マドレーヌ・ヴィオネ
9月9日（水）〜10月26日（月）

布地を斜め45度に切ることで伸縮性を高める技法、バイアスカット。
それを得意としたヴィオネの仕事を特集展示します。

コレクション展

宮芳平 詩と版画

10月28日（水）〜12月21日（月）

コレクション展

雪舟をうけつぐ

マドレーヌ・ヴィオネ《ディ・ドレス》

―雲谷派―

9月3日（木）〜10月26日（月）

秋季
公演

網走番外地（1965年）

30

2015年 月
日︵土︶
いわみ芸術劇場大ホール

14:50〜16:32

12

時︻夜公演︼
開場 時

次郎長三国志（1963年）

■入場料﹇全席指定・税込﹈※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います︒

不知火検校

︻昼公演︼
開場 時 分／開演

13:00〜14:31

［監督］
森一生 ［出演］
勝新太郎、
中村玉緒

A席・一般6︑
000 円﹇会員5︑700円﹈

不知火検校（1960年）

S席・一般8︑
000 円﹇会員7︑500円﹈

11月19日（木）

B席・一般3︑
000 円﹇会員2︑800円﹈

※前売・当日同料金 ※子ども：3歳〜小学6年生以下

輝く美貌と清潔な色気で若女形と
二枚目が本領の五代目・尾上菊之助が出演︒
役者はもちろん︑専門家集団が作り出す
圧倒的な日本美が集結する舞台をお見逃しなく︒

（土）
会場
いわみ芸術劇場 小ホール 10月24日
チケット発売
入場料 1作品：一般 500円［会員400円］
子ども 200円

松竹大歌舞伎

尾上菊之助

「見るものを惹きつけて止まない
異端のヒーロー特集」

グラントワ
開館 周年
記念

五代目

教草吉原雀／新皿屋舗月雨暈
魚屋宗五郎

平成 2 7年度 文化 庁 優 秀 映 画鑑 賞 推 進事 業

演目

しまね映画祭2015 益田会場

尾上松也 出演決定！

グ ラ ン ト ワ 開 館 10 周 年 記 念

10

年はオペラのプロデュースも行っている。ま

※「The Collection わたしのおすすめ」参照

コレクション展

何の色？ 何の形？ 抽象表現のたのしみ

岩本拓郎《無題》

10月28日（水）〜12月21日（月）

・澄川喜一という名前は知っていたのですが、作品をこんなにじっくり見たことがなかったので、見ることができ良かったです。そりのあるかたち。見れば見るほど自然的で美しく感じました。
（10代 女性／企画展「澄川喜一 シンプル・イズ・ビューティフル」
）
・とても楽しかったです、アップテンポの曲もダンスも！ カバー曲好きな曲ばかりで歌声もすてき。でもオリジナル曲もとてもいいです。オリジナルもどんどん聞かせてくださいね。
（50代 女性／
「May J. Spring Tour 2015～ReBirthday～」
）
・映画館のない街になって淋しく感じていました。その中の月一回のグラントワシアターとても楽しみです。単館上映のちょっとマニアックな映画がとてもいい。アジア映画等も見てみたいです。
（40代 女性／グラントワシアター
「チョコレートドーナツ」
）

Grand Toit Event Calendar
2015.10—12
イベントカレンダー

時間

催し物名

問い合わせ先

10／ 12
（月） 13:30〜

益田中学校定期演奏会

益田市立益田中学校
（松井）
0856-22-2390

10／ 18
（日）

益田市民素人芸能発表大会

岡崎 城世
0856-22-7832

9:30〜

益田市小中学校連合音楽会

益田市教育研究会音楽部会（吉田南小学校）
0856-23-2321

平成27年度 文化講演会

一般財団法人島根県教職員互助会
0852-22-6067

11／ 15
（日） 10:30〜

2015文化を育む in.ますだ
音楽・芸能部門

益田市文化協会事務局
（松﨑）
090-7374-4976

12／

第39回 歳末たすけあい
石見神楽共演大会

益田市観光協会
0856-22-7120

12／ 12
（土）
10:00〜17:00
13
（日）

第39回 全日本アンサンブル
コンテスト島根県大会

島根県吹奏楽連盟益田支部
0856-23-3435

12／ 20
（日） 12:00〜

第37回 年忘れ益田市民余芸大会

社会福祉法人益田市社会福祉協議会
0856-22-1800

10／ 29
（木）
11／

9:30〜

1
（日） 14:30〜

6
（日）

9:00〜

■開館10周年記念

10月〜12月

大ホール
月／日

編

時間

の方が情熱的に仕事をされてい

「大型連休イベント」
開催

石見美術館の所蔵品で一番人

る姿を見て感動。よろしくお願

グラントワ・マルシェの様子

エレクトーンフェスティバル
アンサンブル部門店別大会

宮内オリエント商会
0856-23-0755

ました。森英恵さんが長年に渡っ

10／ 25
（日） 13:30〜

マンマ・ヴォーチェ益田
40周年記念コンサート

マンマ・ヴォーチェ益田（河上 美満子）
0856-22-6942

11／

設立60周年記念 市民公開講演会

公益社団法人 益田法人会
0856-23-7640

平成27年度 年末調整説明会

益田税務署
0856-22-0444

11／ 28
（土） 14:00〜

ヴォーカルアンサンブル
レザミデュソンコンサート2015

ヴォーカルアンサンブル レザミデュソン
090-8713-2821

11／ 29
（日） 9:30〜

ヤマハヤングピアニストコンサート
益田大会

宮内オリエント商会
0856-23-0755

地球のステージ

地球のステージ実行委員会（山藤）
090-4898-5301

JOCジュニアオリジナルコンサート

宮内オリエント商会
0856-23-0755

①10:00〜
②13:30〜

（予定）

12／

5
（土） 14:00〜

12／ 23
（水） 13:00〜
（予定）

時間

10／ 17
（土） 17日9:30〜18:00
18
（日） 18日9:30〜17:00
10／ 28
（水） 9:00〜18:00
〜11／ 1
（日） （最終日17:00まで）
11／ 21
（土） 18:00〜

問い合わせ先

MOA美術館益田児童作品展

MOA益田センター
0856-22-3332
（午前中のみ）

第6回 ハマグリ貝アート展

NPO法人アンダンテ21
0856-24-8661

オーボエの夕べ

田中 道枝
0856-23-6698

11／ 6
（金） 9:00〜17:00 2015文化を育む in.ますだ
〜8
（日） （最終日16:00まで） 書道部門 （注1）

益田市文化協会事務局
（松﨑）
090-7374-4976

11／ 14
（土） 14日9:30〜17:00
15
（日） 15日9:00〜16:00

2015文化を育む in.ますだ
茶道部門 （注2）

益田市文化協会事務局
（松﨑）
090-7374-4976

11／ 14
（土） 14日9:30〜17:00
15
（日） 15日9:00〜16:00

2015文化を育む in.ますだ
工芸部門
（盆石）

益田市文化協会事務局
（松﨑）
090-7374-4976

11／ 20
（金） 9:00〜18:00
〜22
（日） （最終日16:00まで）

習字研究社島根県連合会
西部地区書道展

習字研究社島根県連合会
0856-23-4679

11／ 28
（土） 28日9:30〜17:00
29
（日） 29日9:00〜16:00

2015文化を育む in.ますだ 華道部門

益田市文化協会事務局
（松﨑）
090-7374-4976

12／ 4
（金） 4日13:00〜17:00
5日 9:00〜17:00
〜6
（日） 6日 9:00〜13:00

第43回 島根県高等学校写真展

公文連写真専門部事務局（大田高校 江田）
0854-82-0750

んて思う間もなく芸術の秋が押

ステージ上で、
話芸と音楽の楽し

し寄せます。気温は下がるが体

いショー形式で発表します！

温は上がる！［H.D］

催し物名

問い合わせ先

華道家元 池坊石州支部花展

華道家元池坊石州支部
（石井）
0856-22-5476

■中国地方 5 県を中心に石見の
■名画をいろどる

仏像が大集結する大展覧会、宝

話芸と音楽 vol.7

塚歌劇団に松竹歌舞伎と、華や
しみください！［T.Y］

［料金］
前売・一般2,000円、

したもので、食を中心に様々な

会員1,000円、
小中高生500円

お店がグラントワの中庭広場に

［出演］
坂本頼光、
鈴木広志、

■開館
（利用）
時間
石見美術館

小林武文、
大口俊輔

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

■休館日（祝日の場合開館、
翌平日休館）

までに全ての商品を完売してし

■グラントワ設計者・

まったお店も出るなど、お子様

内藤廣さん、
登場！

石見美術館

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

※臨時開館日
平成27年12月22日
（火）
は石見美術館のみ
休館します。

◎内藤廣による建築ツアー
［日時］
10月12日
（月・祝）10:30～

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

5月3日（日）
、
4日（月・祝）は、 ［集合場所］
多目的ギャラリー
グラントワ大ホールの舞台上に

［料金］
無料

「ふわふわ迷路」も出現。普段は

［申込］
先着30名、
電話・FAX・メー

なかなか立つことが出来ない大

ルにて氏名・住所・電話番号をお

大ホールホワイエ
10／ 25
（日） 25日9:00〜17:00
26
（月） 26日9:00〜16:00

も落ち着いて涼しくなった、な

をいろどる話芸と音楽 vol.7」
の

も混じる空模様でしたが、お昼

問い合わせ先

益田市文化協会事務局
（松﨑）
090-7374-4976

時間

［結果発表］11月27日開催
「名画

［会場］
小ホール

を背景に、記念写真を撮影する

10／ 24
（土） 24日9:00〜17:00 2015文化を育む in.ますだ 工芸部門
25
（日） 25日9:00〜16:00 （手編みニット）

月／日

［I.T］
動した記憶があります。

■秋は劇場の繁忙期。夏の暑さ

ことにちなみ、フランスの市場

連れの家族を中心に幅広い年代

催し物名

紙を受け取り、
展示前室で図録を

かな秋のグラントワをぜひお楽

の来場者で賑わいました。

催し物名

た。幻想的な風景が生まれ、感

［日時］
11月27日
（金）19:00 ～

ホールの舞台と
「ふわふわ迷路」

時間

らすというイベントがありまし

見ながら投票いただきます。

集まりました。当日は時折小雨

スタジオ1
月／日

廊の天井から大量の赤い糸を垂

てフランス・パリで活躍された
「マルシェ」をイメージして企画

多目的ギャラリー
月／日

■グラントワが開館した頃、回

恵」展の関連イベントとして「グ
ラントワ・マルシェ」を開催し

11／ 17
（火）

の作品に投票してください！
10月26日
（月）

問い合わせ先

7
（土） 14:00〜

［T.N］
いします。

［投票方法］
展示室入口で投票用

益田市社会教育課
0856-31-0622

（予定）

気があるのはどれ？ お気に入り
［期間］
8月5日
（水）
～

第15回 雪舟サミット in ますだ

10／ 18
（日） 13:00〜

石見を盛り上げようとたくさん

ベスト10！」

催し物名

3
（土） 13:30〜

記

「グラントワ・マルシェ」
＆

5 月3日（日）
、企 画 展「 森 英

月／日

後

■この春グラントワに来ました。

「あなたが選ぶコレクション

小ホール
10／

集

知らせください。
（ 連 絡 先 は 右 INFORMATION 欄

親子の姿も多く見られました。

をご覧ください）

また、5 月4日（日）は昨年大好

◎内藤廣特別講演会

評だった「ミニSL」が再登場。

［日時］
10月12日
（月・祝）14:00～

もくもくと煙を上げながら中庭

［会場］
多目的ギャラリー

広場を走るミニSLに多くの歓声

［料金］
無料

があがりました。

［申込］
不要、
当日先着 60名
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

美術館に外光を取り入れられる展示室が

（7月9日現在）
注1・注2 多目的ギャラリーでも同時開催。
※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

を生かした空間がたくさんありますよ。

の商品を取り揃えています。企画展ごとに関連グッズも期間限定
販売。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

平成27年 コンアモールスタッフ一同

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

石見美術館
ミュージアム
パスポート
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

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

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）

■ 店休日／毎月第2・第4火曜日
■ TEL／0856-31-1873

http://www.grandtoit.jp

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。

雑貨、ステーショナリー、インテリア、オリジナルグッズを中心に多数

※イベントにより変更あり・夜は予約のみ

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

が映える空間になっています。建物内にはほかにも外光

おかげさまで、
ミュージアムショップ
「コンアモール」
はオープン10周年

■営業時間／11: 00〜22 : 00

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

から、外光を取り入れることができ、ファッションや彫刻

を迎えました。スタッフが厳選した国内外の美術・芸術に関する書籍、

詳しくはポニイまでお問い合わせください。

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）

はい、本当です。展示室Cはコンクリート打ち放しの天井

周年

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？

グラントワと共に

オリジナル
ポニイ
パーティーを 特製
演出いたします。

あるって本当ですか？

● 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）

2015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
「2015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

