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「グラントワ」
の夏イベントを
楽しんじゃおう！

イベントカレンダー

高橋伶奈（劇団四季・女優）

2014 年 7月〜 9 月
1960 年 代 の 製 品を

年前、戦後日本が初めて世界中

分けて展示する予定

から注目された出来事でした。

で す。50 年 代 に は

オリンピックの開会式では、日

「機能主義」の考え

本選手団が赤いユニフォームを

が強く、シンプルな

着て入場し、当時の人々に強い

デザインのものが多

印象を与えました。また新幹線

いのが特徴です。60

はそのスピードに加えて、車両

年代になると豊かに

外観のデザインや、広々とした

なってきた社会を背

車内も驚きだったようです。今

景 に、 豪 華 さ や レ

回は実際に使われていた新幹線

ジャーを意識した製

の座席もご紹介します。

品が登場してきます。

柳宗理《バタフライ・スツール》
1956 年 柳工業デザイン研究会蔵
森正洋《G 型醤油差し》
1958 年 東京国立近代美術館蔵

企画展「美しい日本のデザイン Made in Japan 50’s – 60’s」について、
展覧会担当の河野克彦専門学芸員にその魅力をききました。
どのようなものが展示されるの
ですか？
本 展 で は、1950 年 代、1960
年代に作られた優れたデザイン
の日本の製品が展示されます。

たファッションをご覧いただけま

代には、その後の日

す。この時期に活動を始めた島

本 を 代 表 す る メー

根県出身のデザイナー森英恵さ

カーの発展の源とな

んのドレスなどの華やかな展示

る製品が次々と生み

はみどころです。当時のあこが

出されました。一方で、この時

れの衣裳はどんなデザインだっ

期につくられ、現在でもずっと

たでしょうか？

同じデザインの製品もあります。

人は、必ず目にした自動車でしょ

の陶磁器は、当時は斬新なもの

う。本展では、車やバイクもご

年の東京オリンピックは、この

でした。

紹介します。

時代を象徴するビッグイベント

またこの時期にはテレビ放送

そして、なんといっても 1964

でした。

例えば、日本で椅子とテーブ

しています。最初は白黒の小さ

1945 年に戦争が終わり、大変

なものでしたが、60 年代後半に

な痛手を受けた日本が復興し、

今回の展覧会の見どころはどの
ような部分になりますか？

たのは、戦後のことでしたが、

は家具調の大きく豪華なものが

再び経済的な繁栄の道を歩み始

本展では、特に「東京オリン

こうした時期に作られた椅子を

流行し、カラーテレビも作られ

めたのが、本展の対象とする時

ピックと新幹線」と「ファッショ

ご覧いただけます。座椅子など

ました。こうした家電やカメラ

期です。戦前はあこがれだった

ン・デザイン」について紹介す

畳の上で生活する日本特有の家

などの分野でも優れた製品が数

「モダン・デザイン」の製品をよ

具もみどころです。

多く生み出されています。
本展で展示するスバル 360 と

彩った食器も展示します。表面

初代のカローラは、当時を知る

ぜひ会場に足を運んで、当時
のデザインをお楽しみください。

当時の時代背景を教えてください。

ルの生活が一般家庭にも広まっ

陶磁器やガラス器など生活を

そして本展では、当時流行し

こうして 50–60 年

に図柄のないモダンなデザイン

が始まり、テレビが急速に普及

お盆も休まず開館！

うやく実際に量産できるように
なったのです。
本展では、1950 年代の製品と、

るコーナーを設ける予定です。
東京オリンピックの開催も東
海道新幹線の開通も 1964 年の
10 月でした。今からちょうど 50

ナショナル《嵯峨》TC-96G 1965 年
オー・デザインコレクション蔵 撮影：粟根靖雄

文化芸 術を
もっと 身 近に

～ グ ラン ト ワの ア ウ ト リ ー チ 活 動 ～

話しながら鑑賞すると、驚く
ほど深くたくさんのことに気
づくことができるのです。
私は対話を通した鑑賞を普
及する「みるみるの会」の一
員として、3 年前からこの展示
「対話しながら見ると…」

弓張美季さん
（ピアニスト）
による演奏会の様子

喜びは大きな感動につながった

場に和楽器による復興支援演奏

ようです。

会を行いました。アンコールで

全校児童 39 人の山間の小学校

一緒に歌った「ふるさと」には、

で開いたピアノの演奏会。生ま

言葉にならないたくさんの思い

れて初めて体験するプロピアニ

が詰まっていました。文化芸術

ストの生演奏に、子どもたちは

が人の心をどれほど癒し豊かに

目を輝かせながら聴き入ってい

するのか、その力を改めて実感

ました。帰り際、演奏家と私た

したアウトリーチでした。

に関連した「みるみると見て

静かに作品を鑑賞するのが

みる？」という企画に参加し

美術館。ですが、グラントワ

ています。年々リピーターも

では「おしゃべりOK」の企画

増え、対話しながらの鑑賞を

があります。
「あなたはどう見

楽しんでいます。

る？ よく見て話そう、美術に

老若男女、一つの作品を通

ついて」というコレクション

じて誰とでも対話できる芸術

展です。この展示では作品に

作品。その素晴らしさを語る

タイトル等の説明文がついて

喜び。今年もたくさんの方々

いません。普段、私たちはこ

と共に、その感動を分かち合

うした情報をたよりに作品を

いたいと思います。

理解した気になりがちですが、
純粋に作品だけを見て人と対

［益田市立東陽中学校

房野伸枝］

ちスタッフが乗った車をいつま
新たな試みと可能性

でも見送ってくれた子どもたち。

学校や、病院、

その姿が忘れられません。素敵

アウトリーチなどの活動によ

福祉施設などに出向いて

な出会いと感動をもらったのは

り、教育現場からグラントワに

むしろ私たちグラントワスタッ

寄せる普及・育成に向けての期

フの方でした。

待感が高まっています。25 年度

演奏会などを開く
「アウトリーチ活動」に
力を入れています。

地域の皆様に

教諭を対象にプロの邦楽演奏家

心安らぐひとときを

による箏と尺八の実技講習会を

子どものころに見聞きしたも

邦楽に限らず、こうした取り

れ、市内の幼稚園・保育園の園児たちが願いを記した色とりどりの短
冊がかわいい空間を演出します。竹の伐採から回廊への設置、短冊結

病院や福祉施設などへも行きま

チに連動させることで、より多

びなどグラントワのボランティア会の皆さんが音頭を取られます。

した。福祉施設での和楽器演奏

面的な文化芸術の普及が図られ

会では、昔懐かしい曲に体を揺

ます。そしてなによりも教育現

せん。その感動は色あせないか

らしながら一緒に口ずさんでく

場が期待する人材育成につなが

らです。子どものころから身近

ださる姿、また、病院でのオル

ります。文化芸術は子どもたち

に本物の文化芸術に触れてもら

ガンと歌の演奏会では、嬉しそ

の心豊かな成長をもたらす大き

い、感受性豊かに育ってもらい

うに演奏を聴く入院患者さんの

な可能性を秘めているのです。

たい。そんな願いからプロの演

横で思わず涙を

奏家を招いて圏域の学校で演奏

流される医療ス

会を開いています。

タッフの方の姿

和太鼓や箏・三味線、尺八な

夏の恒例行事「七夕飾り」が 6 月30日から7日までの一週間、グラ

組み（実技講習会）をアウトリー

ける意義はとても大きいと感じ、

のは大人になっても忘れられま

こと

2014年6月30日
（月）
〜7月7日
（月）
回廊

ントワの回廊に華やぎを添えてくれます。回廊ぐるりと竹笹が設置さ

実施しました。

環境にある方々に文化芸術を届
文化芸術との出会いを！

「七夕飾り」

は新たな取り組みとして、音楽

普段劇場に来ることが難しい
子どもたちに

グラントワ季節行事

期間中は一般来場者の皆さんにも願いを託していただこうと短冊を
ご用意しています。ぜひ、お出かけください。
［料金］
無料

舞 台 道 具 シリー ズ

【マイクスタンド】
舞台で使用するマイクを固定するための道具に

も見られました。

「マイクスタンド」があります。マイクを使用しな

ど和楽器演奏会では、児童、生

また、昨夏の

徒たちに実際に楽器に触れても

豪雨災害で被災

らう体験学習を取り入れていま

した津和野町で

す。日本に生まれ育ちながらも

は、実際に避難

様々な楽器音の集音も含め、目的に応じた様々な

普段は接する機会の少ない和楽

場所となった町

種類のマイクスタンドを用意しています。

器。音が出た時の驚き、発見、

民センターを会

すのこ

ワン・アース・ツアー

年

10

月 日︵土︶

10

25

開場
開演
時
時

18 18

入 場 料

S 席／一般 3,800円［会員 3,500円・中学生以下 3,000円］

A席／一般 2,800円［会員 2,500円・中学生以下 2,000円］
※3歳以上有料。3歳未満のお子様のご入場はご遠慮願います。

夏イベント

グラントワ
毎年恒例、
グラントワの夏イベントを今年も開催！

ダンスパフォーマンスのほか、
ビールやかき氷、
ヨーヨー釣りや輪投げなど
の夜店も出店予定。
さらに今年はドーム式プラネタリウム
「メガスターゼロ」
上映会も開催。
ご家族そろってぜひお楽しみください！
※夜店は8/13のみ
（協力：益田おやこ劇場）

8

13

8

Wed

14

Thu

益田公演

分

30

いわみダンスプロジェクト
2014
2014年
7月19日
（土）
チケット発売

写真：岡本隆史

［全席指定・税込］

です。
次回は
「簀子」

米澤浩さん
（尺八）
・熊沢栄利子さん
（箏）
による津和野町復興支援コンサートの様子

いわみ芸術劇場大ホール

チケット
発売中

面で活躍します。グラントワでは演奏家が奏でる

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︒

事情で離ればなれでそだった姉妹、
ロッテとルイーゼ。
ある夏休みに
おたがいを知らなかったふたりの出会いからはじまる、冒険の物語です。
大切なものがたくさんつまったステージをご家族でお楽しみください。

語りのコンサートなど、台本や楽器を手にする場

限定指定席／ ︑
 円
︵ 席程度・プレゼント付︶
 円
﹇会員 ︑
 円﹈
指定席／一般 ︑
 円
﹇会員 ︑
 円・学生
︵高校生以下︶
︑
 円﹈
自由席／一般 ︑

いわみ芸術劇場大ホール

開場18:00
開演18:30

坂 東 玉三郎 演 出 作 品︒登 場するのは︑島 根の伝 統 芸 能・石 見 神 楽の大 蛇︵蛇 胴・蛇 頭︶︒大 蛇の動きを習 得
するため︑
鼓童のメンバーは石見に何度も通いました︒
石見神楽と鼓童のコラボレーションをどうぞお見逃しなく︒

（金）
2014年7月18日

がら両手が自由になるので、司会や朗読、弾き

（日）
大田 2014年10月26日
公演 大田市民会館大ホール

開場18:00／開演18:30

※詳しくは大田市民会館（Tel:0854-82-0938）までお問い合わせください。

■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

8月13日（水）

開場 18:00／開演 19:00

［会

場］いわみ芸術劇場
中庭特設ステージ

入場料
無料

※雨天の場合は大ホール

地元でお馴染み
「INFINITY」
と
「M・Y・Z」
「
、MAY HIP HOP
SPECIAL DANCE UNIT」
が熱いステージをお届けします。
出演者全員による迫力のフィナーレもお楽しみに！

プラネタリウム「メガスターゼロ」
2014年

8月13日（水）・14日（木）

各日5回上映

①10:30〜 ②11:30〜 ③13:00〜
④14:00〜 ⑤15:00〜

［会 場］いわみ芸術劇場小ホール 舞台上
［入場料］500円（1回40名／約20分）
※お子様の膝上鑑賞無料（ただし座席利用の場合は有料）

220万もの星たちが神秘の世界を描く
「メガスターゼロ」
。
満天の星に包まれて、宇宙の大きな時の流れに身をゆだ
ねてみませんか？

「グラントワ」の夏イベントを
楽しんじゃおう!
※ P2下の広告もご覧ください。

今年は
プラネ
タリウ
ダンス ムと
の
二本立
て !!

夏の夜を煌びやかに彩る
「いわみダンスプロジェクト」も開催 !

小ホール舞台に
星空のロマン「プラネタリウム」が出現 !
皆さん、最後に星空を見上げ

の星を映し出す「メガスターゼ

毎年恒例「いわみダンスプロ

たのはいつですか？ 夏真っ盛り

ロ」のプラネタリウム上映では

ジェクト」が今年もグラントワ

出演者全員によるフィナーレ

のお盆の帰省シーズン、エンジ

鮮明な“天の川”の姿も鑑賞し

の真夏の夜を彩ります。グラン

はまさに圧巻の一言。年齢も性

けします。

ニアでプラネタリウムクリエイ

て頂くことができます。当日は

トワ中庭広場に突如出現する特

別も地域も超えて一つになるそ

ターの大平貴之さんが開発した

ベテラン解説員による星空の神

設ステージ。眩いばかりの照明

の瞬間はとても感動的です。当日

ドーム式のプラネタリウム「メ

話や天文現象の生解説付きです。

に照らし出され、会場はまさに

はビールやかき氷など飲食ブー

ガスターゼロ」がグラントワに

夜の街明かりによって年々見

開放的なムード一色に。今年は

スや、大人から子どもまで楽し

えづらくなってきている星空本

地元益田市でお馴染みのダンス

める夜店も出店予定です。今年

来の美しさを、子どもから大人

チ ー ム「INFINITY」
、
「M・Y・

のお盆もぜひご家族そろって熱
いステージをお楽しみください！

やってきます。
私たちが季節や月日の移り変

高橋伶奈
（劇団四季・女優）

こんにちは。劇団四季「ふ
たりのロッテ」のロッテ役、高

わりを正確に知り、生活の節目

までたくさんの

Z」 に 加 え、
「MAY HIP HOP

の基準としている“暦”は、夜

人たちに存

SPECIAL DANCE UNIT」も出

空に浮かぶ星の位置やその動き

分に楽し

演し、一緒にステージを盛り上

お転婆で元気なルイーゼ。で

を観察することから生まれまし

ん でもら

げてくれます。思わず顔がほこ

も二人はどこか心に少し寂し

た。また、
星たちを結んだ“星座”

いたいと

ろぶようなちびっこダンサーの

が古代の神話や伝説の中にもあ

思います！

可愛らしいダンスから、うっとり

るように、星と人々は古くから

真面目で大人しいロッテ、

さを抱えています。皆さんは
どちらに似ていますか？
もしあなたと同じ顔の人が

魅入ってしまうほどの大人の円

密接な関係にありました。
プラネタリウム
「メガスターゼロ」

約 220 万個という圧倒的な数

橋伶奈です。

いたら…。

熟味と迫力あるダンスまで、ダ

私 た ちは 役 を 演じ る に あ

ンスの醍醐味をたっぷりとお届

たって常に新鮮に感じられる

いわみダンスプロジェクト

ように、形にはまることなく、
その日その場面の心の動きを

コレクション展

大切に演じていこうと心掛け

「50–60 年代
ファッション」

ています。
「ふたりのロッテ」
は歌に踊りにストーリーに、

8月7日
（木）
～ 9月29日
（月）
会場：展示室 C

小さなお子様からお年寄りま
で家族全員で楽しんでいただ
ける舞台です。
離れ離れになっ
てしまった家族を一つに戻そ

クリストバル・バレンシアガ

学芸課長

《カクテルドレス》
1950–51年 島根県立石見美術館蔵

うと奮闘する少女達の姿を通

椋木賢治

し、皆様の日常にある家族愛
や信じ合う事の喜び、幸せを
改めて感じていただければ幸

四季の変化に富む日本では、

コレクション展「50–60 年代ファッション」について、
担当学芸員の廣田理紗さんにききました。

Q1，どんな作品がみられるのですか？
華やかなドレスや、
「これも服？」と疑いたくなるようなワンピー
スなど、ヨーロッパの衣裳作品を中心に、写真や雑誌なども合わせ

た に ぶ ん ちょう

季節折々、生活に根ざした多く

谷文晁

の楽しみがあります。風鈴や金

《滝図》

いできることを、
スタッフ、
キャ

魚、浴衣や花火など酷暑を乗り

1827 年

スト一同楽しみにしています。

きる風雅な知恵も伝統的な生活
文化のなかに見られます。

けん がい

ひとすじの滝が垂直に流れ落ち、

本作は江戸時代後期の画家 ･

デザイン」に合わせて開催するもので、企画展では1950– 60 年代の

谷 文 晁（1763–1840）の 描く瀑

周囲には水煙の立ち上る情景が

日本のファッションを、コレクション展では同時期のヨーロッパの

布の図です。文晁はおもに江戸

清涼感のある色彩で描かれてい

ファッションをご覧いただきます。

で活躍し、当時主流の狩野派は

ます。この夏、冷房の効いた美

もちろんのこと、諸流派の画法

術館で水辺の涼を楽しんでみて

日本とヨーロッパの衣服を取り巻く状況の違いや類似する所に注
目して楽しんでいただきたいです。

二兎社
公 演

高橋伶奈

TAKAHASHI REINA

四季との出会いは高校生の頃に観た『キャッ
ツ』
。幼い頃よりバレエを始め、のちにジャズ
ダンス等のレッスンも重ね、アメリカへ留学し
ダンスの研鑽を積む。これまでにもバレエ公
演をはじめとする舞台に出演した経験があ

を巧みに取り入れ、またよく旅

はいかがでしょうか。コレクショ

る。11年研究所入所。
『間奏曲』ドニーズで

をして各地の風景の写生にもあ

ン展「涼をもとめて」でご覧い

ドラ、
『ふたりのロッテ』ロッテを演じている。

たりました。

ただけます。

コレクション展
39

涼をもとめて

四季での初舞台を踏み、
『キャッツ』カッサン
『夢から醒めた夢』にも出演。

黒田清輝
《ポプラの黄葉》

7月17日（木）〜8月25日（月）

※「The Collection わたしのおすすめ」参照

作・演出

永 井 愛

2014年

（水）
11月26日
開場18:30／開演19:00

いわみ芸術劇場
大ホール
出演

グラントワで皆さんにお会

この作品では苔むした懸 崖を

およそ20点の作品を展示します。この展示は企画展「美しい日本の

Q2，注目してほしい所はどんなところですか？

いです。

金田明夫［森鷗外］
水崎綾女［森志げ］／内田朝陽［平出修］ほか

入場料およびチケット発売日は、
決定次第、
HP等でお知らせします。

文豪・森鷗外の人間像の秘密に迫る意欲作。
中四国上演劇場はグラントワだけ！
島根県津和野町出身の文豪・森鷗外。
文学者と軍医という二つの
顔を持って激動の時代を生きた鷗外を家庭生活の場から描き、
内面の謎に迫ろうとするものです。

会場
入場料

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

コレクション展

森を歩こう

8月27日（水）〜10月12日（日）

森林浴を美術館で。当館コレクションのなかから森や湖水など自然の風景を
描いたものを紹介。穏やかな表情をみせる美術作品をめぐりながら、
秋の戸外を歩くような爽快感をお楽しみください。

グに1度オープンする映画館です。35㎜映写 機と

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。

コレクション展

いわみ芸術劇場ホール友の会・
共通カード 会員限定

コレクション展

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！

石見根付

5月30日（金）〜8月25日（月）

モノクロ

8月27日（水）〜10月20日（月）

水墨画、モノクロ写真、版画、工芸品など、白地に黒、
または一色のみで表現された作品を展示します。
シンプルな表現から立ちのぼる豊かな世界を味わってください。
海北友松《達磨》
（部分）

7月の上映作品

舟を編む

7月19日（土）

©2013
「舟を編む」
製作委員会

辞書という【舟】を編集する＝【編む】、ある出版社の編集部に
勤める青年やその周囲の人々が、言葉 という絆を得てそれぞれ
の人生が優しく編み上げられていく様を描く。第37回日本アカ
デミー賞作品賞を含む最多6部門で最優秀賞受賞。
［上映時間］133分 ［監督］石井裕也
［出演］
松田龍平、宮﨑あおい、オダギリジョー ほか

コレクション展

不思議のファッション

6月12日（木）〜8月4日（月）
コレクション展

50−60年代ファッション

8月7日（木）〜9月29日（月）
※「美術館にきいてみよう」参照

べス・レヴィン
《サンダル「ネイキッドシューズ」》

・トーマスのことが身近に感じることが出来ました。車輛モデルや、草案も展示してあり、
トーマスの歴史も感じました。
（20代 女性／企画展「絵本原画展 きかんしゃトーマスとなかまたち」
）
・ずっと聴きたかったフジコ・ヘミングさんのコンサートがグラントワであってとても嬉しいです。素敵な音色と独特の世界観で素晴らしかったです。何年も弾いてなかったピアノをまた弾きたくなりました。
（30代 女性／
「フジコ・ヘミング ピアノソロコンサート」
）
・とても考えさせられる映画でした。感動したり、せつなかったり、久しぶりに良い映画でした。また、こういう映画が見てみたいです。
（70代 女性／グラントワシアター
「そして父になる」
）

Grand Toit Event Calendar
2014.07—09
イベントカレンダー

催し物名

問い合わせ先

1
（火） 13:30〜

益田高等学校 落語鑑賞会 東西寄席

島根県立益田高等学校
0856-22-0044

7／

4
（金） 4日10:30〜
5
（土） 5日 9:30〜

益田さいえんすたうん2014

島根県立益田高等学校SSH事業部
0856-31-0142

（注1）

7／ 21
（月） 13:30〜

第47回 益田地区吹奏楽祭 兼
益田支部プレコンクール

島根県吹奏楽連盟益田支部
0856-23-3435

8／ 8
（金）
10:00〜
〜10
（日）

第55回 全日本吹奏楽コンクール
島根県大会
（益田会場）

島根県吹奏楽連盟益田支部
0856-27-0027

8／ 31
（日）
9／ 1
（月）

平成26年度 益田高校学園祭

島根県立益田高等学校
0856-22-0044

9:00〜

6
（土） 13:30〜

9／ 21
（日）

9:30〜

（注2）

第60回 あなたを生かす仏教講演会

益田市仏教会
0856-22-3436

しまね人権フェスティバル2014

島根県人権啓発推進センター
0852-22-6051

（注3）

益田東高等学校吹奏楽部
第14回 定期演奏会

9／ 28
（日） 14:00〜

記

きました。コレクション展では
なんだか涼しそうな展覧会が開

話芸と音楽 vol.6」
開催

催されますよ！［T.Y］
■この夏を乗り越えるため、怠
けたカラダを見つめ直し、体力
づくりをはじめようと奮闘した
当日の様子

い。2014年…40回目の前厄の夏。

大型連休中の5月4日（日）
「ミ
、

■4 年ぶりに戻ってきました。新

た。当日はたくさんの親子連れ

しい場所でも大切にしたいもの

が集まり、乗車待ちの長い列が

は変わりません。これからも“人

たったライブパフォーマンスの第

できました。汽笛を鳴らし、煙

と人との心のつながり”を大切

4 弾を 3 月9日（日）
、昼と夜の 2

を吐きながら走るミニSLに大人

に一歩一歩頑張ります。［T.Y］

回公演で実施しました。展示され

も子どもも大はしゃぎ。笑顔と

■今年の 4 月からグラントワで

た絵画や彫刻の前で活動弁士の

賑わいに溢れた1日でした。

働いている新人です。初めての

ギャラリートークの様子

「世界一贅沢な美術鑑賞」とう

益田東高等学校
0856-23-3435

［S.H］

ニSLに乗ろう」が開催されまし

催し物名

問い合わせ先

社会を明るくする運動
益田市推進委員会

益田地区保護司会
0856-23-6666

7／ 13
（日） 14:00〜

益田市民吹奏楽団 第28回 定期演奏会

益田市民吹奏楽団
090-9739-5920

益田の夏。仕事にプライベート

音のパレット発表会

サウンド・パレット
0856-23-7379

軽妙な語りと、作品のために作ら

7／ 21
（月） 10:00〜

れた音楽を楽しむ企画。今回は

に色々と挑戦してみたいと思い

7／ 26
（土） 14:00〜

コーラスアンサンブルレザミー・ドゥ・ソン
第1回 演奏会

コーラスアンサンブルレザミー・ドゥ・ソン
090-8713-2821

制作・出演メンバーが、益田市

8／ 19
（火） 18:30〜

｢夢の課外授業｣ in 益田

益田市教育委員会社会教育課
0856-31-0622

8／ 31
（日）

9:30〜

第1回 石見杯争奪歌謡選手権大会

岡崎 城世
0856-22-7832

9／ 11
（木）

9:40〜

平成26年度 少年の主張益田市大会

益田市立西南中学校
0856-29-0013

9／ 19
（金） 未定

雲南市創作市民演劇
『Takashi』
益田公演

島根県民会館
0852-22-5502

9／ 28
（日） 18:30〜

益田おやこ劇場 第174回例会
｢チカパン大道芸｣

益田おやこ劇場
090-8244-2208

7／

時間

後

い季節でしたが、夏が近づいて

「名画をいろどる

小ホール
月／日

集

■編集時はまだ桜が咲いて涼し

「ミニSL に乗ろう」
開催
活弁と生演奏のギャラリートーク

時間

7／

9／

編

プレイベント・大型連休特別企画

7月〜9月

大ホール
月／日

企画展
「絵本原画展 きかんしゃ
トーマスとなかまたち」

2
（水）

9:30〜

月／日

7／

時間

3
（木） 10:00〜

7／ 15
（火）

9:30〜

催し物名

問い合わせ先

平成26年度
労働保険料等申告書相談受付

島根労働局
0852-20-7010

展示会｢ダイナミックフェア｣

（注4）

「瓦ぬご縁結所」

生活協同組合しまね
0852-27-6284

8／ 23
（土） 18:00〜

島根ホルンクラブ
サマーコンサートinグラントワ

島根ホルンクラブ
0852-69-1170

8／ 27
（水） 14:00〜

女性合唱団フォーゲルライン
うたの集い

フォーゲルライン
（吉川）
0856-24-1958

催し物名

問い合わせ先

9:30〜

タッチケアー体験会

杉原 幸江
090-4807-5406

8／ 31
（日）

9:30〜

陽気ぐらし講座

天理教南本郷分教会
0856-22-1320

石見地方特産の石州瓦をかた

を語りや作曲に取り入れました。

どった「絵馬」を“奉納”して

石見美術館

みませんか。絵馬の名前は「瓦

いわみ芸術劇場

■休館日（祝日の場合開館、
翌平日休館）

かわら

当日は小さなお子さんから80 代

ぬご縁」
。大ホールのホワイエ一
角に絵馬を結いつける「ご縁 結

な曲から緊張感あふれる曲、語

所」
を設けました。あなたの思い、

りと音楽が一体となったラジオ

願いを新パワースポットに託し

◎その他瓦ぬご縁結所
絵と音楽のコラボが素晴らし

［大田市］
温泉津ふれあい館

い、このような本物を子どもに

［邑智郡］
香木の森クラフト館

ぜひふれさせたいと思いました。

［江津市］
有福 café、
神楽の里舞乃市

（益田市・50 代）

静なる美術に音が動きを与え
る不思議な世界を楽しみました。

［浜田市］
道の駅ゆうひパーク浜田
［益田市］
島根県立万葉公園
［津和野町］
津和野町観光協会

7／ 12
（土） 10:00〜16:00

ルノー松江
「カングー」
展示会

ルノー松江
（新田）
0852-60-0178

8／ 30
（土） 18:00〜

親と子の夕べ

益田ひかり保育所
0856-22-1467

9／

6
（土） 18:00〜

こっころ親子キャンドルフェスタ
2014inグラントワ

親子キャンドルフェスタ実行委員会
0856-27-0055

9／

7
（日）

第3回 2014益田INAKAライド

NPO法人 益田市・町おこしの会
0856-22-2558

どのような商品を取り扱っていますか？

発掘！ 益田CITY 10周年だよ全員集合

益田青年会議所
0856-22-5002

アートに関する書籍をはじめ、ポストカードや

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

ミュージアムショップでは

2014

お得な前売券販売中！

4,000円

※完売次第
（税込） 終了

［時間］
［期間］8月末日まで
18:00 〜21:00（21:30に閉店します）
［休み］イベント開催日・毎週火曜日
※予約制となっております。※3名様より承ります。
※雨天の場合はビアホールに変更いたします。※当日のキャンセルは承りません。

※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/

期間限定販売

（月・祝）
まで
7月21日

!!

企画展
「絵本原画展 きか
んしゃトーマスとなかまた
ち」限定オリジナルグッズ
やかわいいトーマスグッズ
も販売中！皆様のご来店
をスタッフ一同お待ちして
おります。

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）

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
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
はじめました!

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

駄菓子フェア

円（税込）

http://www.grandtoit.jp

にも喜ばれる商品をセレクトして置いています！

開催中

お子様からおじいちゃん・
おばあちゃんみんなで
楽しんで頂ける︑昔懐かしの
駄菓子を取り揃えました︒

期間限定

7月 日︵月・祝︶

※写真は見本になります︒

4,500

まで

お一人様

21

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

特産品も取り扱っています。お土産物や贈り物

2014

飲み放題

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

高い雑貨、さらにはお菓子や加工品など地元の

ビアガーデン
オープン!! Beer Garden!
シェフ
おまかせ料理

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）

箸置きなどのオリジナルグッズ、デザイン性の

（6月12日現在）
注1 小ホール、
多目的ギャラリー、
スタジオ1でも同時開催。
注2 多目的ギャラリー、
中庭広場でも同時開催。注3 中庭広場でも同時開催。注4 スタジオ1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

120分

第2・第 4火曜日／年末年始

※臨時開館日
平成26年8月12日
（火）
は臨時開館します。

てみませんか。瓦絵馬は 500 円

問い合わせ先

9／ 15
（月） 16:00〜

9:00〜22:00

毎週火曜日／年末年始

いわみ芸術劇場

どころ

催し物名

7:00〜

石見美術館

えん ゆい

10:00〜18:30

（展示室への入場は閉館30分前まで）

（税込）
。6 色用意してミュージア

（益田市・80 代）
時間

■開館
（利用）
時間

の方まで約 100 名が、にぎやか

中庭広場
月／日

えんゆいどころ

ムショップで販売中です。

スタジオ1
7／ 25
（金）

かわら

たちが絵を見て考えたアイデア

みました。

生協しまね創立30周年
平和記念講演会

時間

賞ワークショップを行い、子ども

ドラマのような作品などを楽し

株式会社ミック益田支店
0856-22-6647

8／ 18
（月） 10:00〜

月／日

■新パワースポット

舞台も客席もないこのライブ。

多目的ギャラリー

ます！［S.S］

立鎌手小学校 4 年生と事前に鑑

● 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!

《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。
本サービスの開始に伴いメールマガジンの配信は終了いたしました。

