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「国立西洋美術館の名品が
この冬石見を華やかに彩る」

●特集

地域とともに育てる音楽

●「もうすぐ出番です！」

「益田糸操り人形

劇場事業紹介

第27回国民文化祭・
とくしま2012出演」
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イベントカレンダー

おしゃれな女性の
優しい微笑みに誘われて
国立西洋美術館の名品がこの冬石見を華やかに彩る
専門とする国立の施設で、昭和

米澤 浩（尺八演奏家）

2013 年 1月〜 3 月

のしそうな様子が感じられる作
品です。当館はファッションを収

が、それと比べると、建物や木々

集方針の一つとしていて、スポー

の形をしっかりと描くよりも、鮮

ツウェアも収蔵しているのです

やかな色を大胆につかって全体

が、女の子たちが着ているのは

の印象を表すことに関心が移っ

この当時の水着です。この頃は

たようにみえます。車窓から見

泳ぐというよりも、
水につかる
「水

える景色って、流れるように見

浴」が健康のためにも良いとさ

えますよね。この作品には当時

れていたので、現代の早く泳ぐ

最先端だった車に乗った経験が

ための水着とは全く違って、半

反映しているのかも知れません。

ズボンの上からワンピースを重

34 年に設立されました。充実し

ねるようなものが着られていまし

そう伺うと、モネをぐっと身近に

た。今だと動きにくくて不適切な

感じられる気がします。どちら

展覧会担当の
河野克彦主任学芸員、
廣田理紗学芸員にききました。

から昭和 3 年頃までの間に、当

格好のようにも思われますが、

も最先端のものに関心があった

時 株 式 会 社 川崎 造 船 所の社 長

当時は最先端のスタイル。この

のですね。最後に一言ずつお願

だった故松方幸次郎さんが、
ヨー

頃から、元気な女の子たちは流

いします。

ロッパ各地で集めた絵画、彫刻

行に敏感だったのですね。

河野

ファッションに注目してみると面

えがありますので、お楽しみに。

等のコレクション「松方コレク
河野

松方さんは、日本の若い

画家たちに本物の芸術を見せて

白いですね。河野さんオススメ

廣田

の作品はどれですか？

けた女》をヒントに、ばらに関

河野

僕のオススメは、晩年の

連したイベントを沢山開催しま

集したのだそうですよ。今回展

モネが描いた《ヴェトゥイユ》

す。何度も足を運んで楽しんで
いただきたいです。

示する作品 全 80 点のうち、24

という絵画です。モネと言えば、

点が「松方コレクション」です。

睡蓮を描いた絵画で知られてい
ますが、この作品もちょうどそう

廣田さんオススメの作品はどれ

した作品を発表し始めた 1902 年

ん見られるのですね。

ような作家たちの作品が、東京

ですか？

に描かれました。ヴェトゥイユは

河野

は上野にある国立西洋美術館か

廣田

私は、その「松方コレク

フランスのパリ近郊の小さな村

らやってきます。

年間の名品 80 点が勢揃いです。

ション」の中の一枚、ゴーガンの

で、モネは前年に購入した車に

《水浴の女たち》という作品をオ

乗って、かつて暮らしたことの

モネやピカソ、ルノワール、と

国立西洋美術館とは、どんな美

ススメします。海の波間で手を

あ るこの 村 を 訪 れ たことが わ

いった画家の名前は皆さんも聞

術館ですか？

つなぎながら水遊びをしている

かっています。モネはこの作品

いたことがありませんか？そうし

廣田

女の子たちが描かれていて、た

より十数年前にも同じようにこ

日本で唯一、西洋美術を

ルノワールの《ばらをつ

やりたい、という意気込みで収

た西洋近代美術界のアイドルの

半から 20 世紀にかけて、約 150

絵画の他、彫刻、版画も

展示します。こちらも大変見応

ずいぶん華やかな作品がたくさ
そうなんです。19 世紀後

の村の光景を描いているのです

た収蔵品の中でも、大正 3 年頃

ション」が有名です。

クロード・モネ《ヴェトゥイユ》 1902 年 国立西洋美術館蔵 松方コレクション

お正月は
（水）から開館 !
2日

ポール・ゴーガン《水浴の女たち》 1885 年
国立西洋美術館蔵 松方コレクション

公演の様子
［傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段］

綺麗なスタジオにびっくりし
ながら練習したことを今でも
よく覚えています。
最初はスタジオ 2 で子ども
から大人まで和気あいあいと
練習をしていました。
広くキレイなスタジオ

益田糸操り人形
第 27 回国民文化祭・
とくしま2012 に出演

今ではメンバーも増えてス

2003 年 に ス タ ー ト し た

タジオ1で練習をさせてもらっ

INFINITY の練習場所は市民

ていますが、グラントワが出

体育館の剣道場。あまり大き

来ていなければこのような恵

くない鏡をみんなで覗きなが

まれた環境でのレッスンは出

ら、毎回楽しくレッスンを受

来なかったことでしょう。当

けていました。夏の暑い日は

たり前にグラントワに通って

ダラダラと汗をかきながら、

来るメンバー、こんなに広く

冬の寒い日は厚いトレーナー

キレイなスタジオでダンスで

を着たまま練習に励んでいま

きることを幸せに思い、感謝

した。

の気持ちを忘れず頑張って欲

2005 年にグラントワがオー
プン。大きな鏡、空調もある

しいと願っています。
［INFINITY 代表

山根 眞寿美］

島根県益田市に伝わる伝統芸能「益田糸操り人形」が
国民文化祭・
とくしま2012で行われた「全国人形芝居フェスティバル」に出演しました。

人形浄瑠璃の本場で注目の的
今回披露したのは、人形浄瑠
ことぶき さん ば そう

けい

本場でさらに磨かれる

文化への愛着を再認識できたこ

益田糸操り人形

とも、今後の継承に向けて重要

「傾
璃定番の演目「 寿 三 番 叟 」

この度のフェスティバルでは

城 阿 波の鳴門 巡礼歌の段」
、そ

全部で18の団体による人形芝居

して益田糸操り人形独特の「山

が上演されました。全国各地の

次回公演は下記の通り。貴重

本一流獅子の一曲」
。文楽を始め

質の高い芝居を見て、益田糸操

な経験によりひと回りもふた回

多くの人形浄瑠璃では、身長1m

り人形保持者会の会員はプレッ

りも成長した益田糸操り人形に

以上はある人形が 3 人の遣い手

シャーのために眠れぬ夜を過ご

どうぞご期待ください。

によって操られますが、それに

したそう。緊張で人形を操る手

比べると益田のものは半分くら

が震えながらも無事に公演を終

せい あ

わ

やま

もといちりゅう し

し

いの小さな人形。そして糸で操

えることができ、終演後は互い

るという点が何よりの特徴です。

に労いの言葉をかけ合いました。

北は山形県、南は大分県と人形

また文楽座で人形遣いとして

芝居に携わる各地の方から「糸

活躍し現在は全国各地の人形芝

は何本ついているの？」
「一体の

居の指導・演出を手がける勘録

人形を何人で操るの？」等、注

氏にも声をかけていただき、感

目の的でした。
迎えた本番では、朝一番の出
番にも関わらず客席には多くの

みるみると
じっくりみてみる？
2013 年1月26日
（土）
、
2月2日
（土）、
16日
（土） 14:00 ～（40分程度を予定）
展示室 A ／参加無料

なワンシーンだったと言えるで
しょう。

（ただし展覧会観覧券かミュージアムパスポートが必要）

1月16日
（水）〜 2 月25日
（月）の会期で、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～」を開催します。こ
れは石見美術館の収蔵品を、作家名や作品名、解説などを付けずに
展示し、作品そのものをじっくりとよく見てもらおうという展覧会で

定期公演のお知らせ

す。これにあわせて、作品について意見交換しながらじっくり見るイ

2013 年1月13日
（日）開演 13:30
いわみ芸術劇場小ホール 入場無料
［演目］
寿三番叟／傾城阿波の鳴門 巡礼歌の段／
めいぼくせんだいはぎ まさおかちゅう ぎ

伽羅先代萩 政岡忠義の段／山本一流獅子の一曲

ベントを行います。ナビゲーターはお話ししながら見る鑑賞法を実践
研究している「みるみるの会」のメンバー。みなさんお気軽にご参加
ください！

動もひとしお。またお会いでき
る日まで更に技を磨こうと、決

舞 台 道 具 シリー ズ

意を新たにしたのでした。

【ホリゾント幕】

お客様。小さな人形の微細な表

会場で各地の人形を見たり、

情を見逃すまいと客席は前列か

「傾城阿波の鳴門」の登場人物

ら埋まっていきました。獅子舞

のモデルとなった坂東十郎兵衛

の演目になると、小学生がこぞっ

の屋敷跡を訪れたり、人形浄瑠

て前の席に移動し、笑いもこぼ

璃の知識を深める機会にも恵ま

しつつ楽しく見ている様子。石

れました。バラエティ豊かな各

と「絵具」によく例えられるのですが、今回写真のような「絵」を描い

見の伝統芸能は子どもをも虜に

地の人形を見て、
「やっぱりうち

てみました。いかがでしょう？

する魅力を持っているのです。

のお人形が一番可愛い」と地域

ばん どう じゅう ろう べ

以前紹介したホリゾントライトや他の照明機
材と合わせて空や海といった背景、人間の
心理描写など様々な空間が表現できます。
ホリゾント幕と照明機材は「キャンバス」

出

演

USPチェンバーオーケストラ

団長を世界的ヴァイオリニストのキム・ヨンウク教授、
総括リーダーをキム・ネリ教授が務めている、
韓国のUSPチェンバーオーケストラ。
今回グラントワと島根県立大学の連携により
特別公演が実現しました。

2012年12月8日（土）

（金）
2012年12月7日
いわみ芸術劇場大ホール

いわみ芸術劇場大ホール
整理券
配布中

開場18:00 ／開演18:30

入場料／無料（要整理券） ※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

チケット
発売中

開場15:30／開演16:00

13

30

平成 年度 文化庁 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業

目

モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク
ヘンデル：水上の音楽
ピアソラ：ブエノスアイレスの四季 ほか

時 分

グラントワ特別演奏会

13

2012年1月6日︵日︶

USPチェンバー
オーケストラ

入場料／無料

構成
（名作童話による）
構成・
・演出=浅利慶太
演出=浅利慶太 作=寺山修司
作=寺山修司
（名作童話による）

いわみ芸術劇場
大ホ�ル 開場 時／開演

劇 団 四 季 ミ ュ ー ジ カ ル

ULSAN String Player Chamber Orchestra

曲

次回は
「ピンスポットライト」
です。

人形の準備

益田市匹見町を拠点に全国で活躍中の太鼓打ち・今福優と�
石見の
伝統芸能・石見神楽を演じる道川神楽社中�
打ちながら舞い唄う今
福流の和太鼓と�
石見神楽の躍動感あふれるステ�ジをお楽しみに�

平成24年度 文化庁 優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業

ホリゾント幕は舞台奥に吊られた白幕で、

え

24

海援隊

トーク&ライブ 2013 in 益田

（土）
2013年3月23日

いわみ芸術劇場大ホール

開場17:30／開演18:00

入場料［全席指定・税込］／一般 4,800円［会員 4,500円］
※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

2001年から結成当時のライブスタイル
海援隊結成30年の節目を期に、
で「海援隊トーク&ライブ」ツアーとして全国70ヵ所の小さな町村を
歩き、人との触れ合いを重ねてきた海援隊がグラントワで初公演!!

新春特別公演

和太鼓＆

3,800円［会員 3,500円・中学生以下 3,000円］
入 場 料
［全席指定・税込］ A席／一般 2, 800円
［会員 2,500円・中学生以下 2,000円］
S 席／一般

1月13日
（日）

※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。

毎年大きな感動を届けてくれる劇団四季ミュージカル。真実を語る勇気と
すがすがしさ、真実の声に耳を傾ける大切さと難しさ、自然の力の大きさ
など、深いメッセージがいっぱいの作品です。ぜひご家族でご覧ください。

■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週間前までにお申し込みください。TEL:0856-31-1860
■共通会員様・ホール友の会会員様は各公演チケットを割引価格で購入いただけます。
（広告欄を参照）

石見神楽

チケット発売

地域とともに育てる音楽

いわみ芸術劇場では
継続した音楽活動支援を
行っています。

グラントワ弦楽合奏団 第 2 回定期演奏会 グラントワジュニアコーラスフェスタ
平成 24 年春、記念す

グラントワでは開館以来、
「キッ

べき第1回定期演奏会を

ズ合唱塾」として子ども向けの合

行ったグラントワ弦楽合

唱ワークショップを継続して行っ

奏団。団の活動、演奏会

ています。周辺地域の小学校、高

の企画は自主運営を基

校の合唱部、益田市を中心に活

本として現在第 2回定期

動するグラントワ・ユース・コー

演奏会の準備をしていま

ルを主な対象として、合唱指揮者

す。前回は石見美術館ロ

前田美子氏を招いて歌う楽しさ

ビーでの開催でしたが、

を見つける活動を続けてきました。
グラントワ弦楽合奏団

今回はいよいよホールで

第1回定期演奏会の様子

そしてこの度グラントワで 2 度

ジュニア・コーラス・フェスタinますだ ’
09

米澤 浩

益田市合同合唱団

（尺八演奏家）

開催する本格的な演奏会。グラ

タクトをとり、
東西に広い島根県、

目となる、子どもたちによる合唱

世代の子がいることを実感し、人

ントワのある益田市から約 60km

また山陰地方各地の特色がブレ

の演 奏 会「グラントワジュニア

と人の輪がつながる機会となるこ

離 れた萩 市で活 動 する萩 弦 楽

ンドした響きが味わえる演奏会と

コーラスフェスタ」
を開催します。

とでしょう。歌う技術の向上だけ

オーケストラをゲストに迎えます。

なるべく、練習に励んでいます。

出演は石見地方の子どもたちに

でなく、子どもたちにとって人間

合同演奏も企画しており、県の垣

日々の練習に加え、団の外からの

よる合唱団と、前田氏が東京都

的にも大きな成長の機会となるの

チェロの世界』をやらせて頂

根を超えた交流を深めることもね

刺激も加わることでさらなるレベ

武蔵野市で指揮、指導している

です。

き、年明けには小学校での邦

らいのひとつです。

ルアップや新たな企画への意欲

むさし野ジュニア合唱団
“風”
“風”
。
前田美子 : 合唱指揮者。葛飾区／板橋区／青梅市／

家として大変感慨深い。グラ

向上が期待されます。どうぞお楽

のメンバーにとっても初めての遠

く、松江市を中心に活動する山陰

しみに。

征公演だそうです。

フィルハーモニー管弦楽団団長

※萩弦楽オーケストラ : 山口県萩市で活動するアマ

の加藤幹雄氏が第1回に引き続き

名で活動。

山陰地方西部の交流だけでな

チュア弦楽オーケストラ。平成18 年に発足し現在 9

遠くに住んでいても自分と同じ
ように歌うことを楽しんでいる同

この秋、グラントワ弦楽合
奏 団 代 表 の 林 千 夏 氏とアウ
トリーチ（以下 OR）
『邦楽＆

楽 OR を予 定している。演 奏

武蔵野市と公立小学校を経て現在にいたる。全日本
合唱教育研究会常任理事。むさし野ジュニア合唱団
“風”指揮／指導。青梅 OB 合唱団指揮／指導。著
作エッセイ「子どもと歩く」
「はじめて取り組む小学
生の合唱」
「表現する子どもを育てる合唱」
「レパー
トリーを広げる小学生の合唱」等。

ントワが初のORとして日本音
楽集団を小学校に派遣してく
ださったのが 2006 年 3月。以
後現在までにピアノ、金管ア
ンサンブル、ビッグバンド、
和太鼓グループとジャンルに

清水九兵衞

関係なくORを展開なさり、地

《CORRESPONDING FORM4》
1995年 島根県立美術館蔵

域の文化拠点としての事業を
拡充なさっている。その中注
目すべきは「グラントワフラン
チャイズ団体ならびに提携団
体」
のORであろう。フランチャ
イズ楽団がグラントワのORに

特別展

「彫刻のそざいということ」

学芸員

2013年2月6日
（水）
〜
3月25日
（月）
会場 : 展示室C

協力する構図は、地域のカル

福田絵梨子

チャー・ハブとして理想的な
展開になっていると拝察する。
将来フランチャイズ楽団同士

黒い絹地のこのコートは、表

「彫刻のそざいということ」について、

面に椰子の葉と小花がびっしり

担当学芸員の左近充直美さんにききました。

と金糸で刺繍されており、襟と

Q1，特別展ということですが、どんな展覧会なのですか？

袖には毛皮が使われています。

島根県立美術館の収蔵作品をお借りして紹介する現代彫刻作品

単純化された植物のモチーフが

の展覧会です。石見美術館では初公開のものばかりです。彫刻の素

黒と金のみで華やかに表現され

材に注目して、幅広い表現を楽しんでいただけます。

ているところが見所です。1920

がジャンルを超えて協同し、

スザンヌ・タルボット

ORを展開するようになったら

《イブニングコート》

どんなに素晴らしいだろう。
全国のホールからも耳目を集

1925年頃

めるだろう。林氏とのORが将
来への先鞭になれば、演奏家

組み合わせでセンスの良さをア

年代は簡素なシルエットにビー

ピールしました。暖房が効き過

ズや刺繍を施した衣服が人気で

ぎたダンスホールであえてコー

アルミニウムを主とする金属を鋳造、加工したモニュメントで知

した。このコートも、細身のドレ

トを 脱 が な い 女 性 も 多 く、そ

られる清水九兵衞の作品（図版）は、迫力の存在感があります。一

スに軽く羽織れるようなシンプ

の様子は当時のファッションプ

方、有名絵画を大きなプラモデルのようにキット化し、合板で制作

ルな形をしています。

レートにも描かれています。あ

Q2，どんな作品が出品されるのですか？
ちゅうぞう

きよみずきゅう べ

え

あお き せい いち

した青木世一の作品は、おもちゃ箱をのぞくような楽しさがありま
す。親子で楽しんでいただける特別展です。

ジ ュ ニ ア
コ ー ラ ス
フ ェ ス タ
2013年3月31日（日）

いわみ芸術劇場大ホール
出演者

2013

開場13:00／開演13:30

グラントワ・ユース・コール、むさし野ジュニア合唱団“風”
吉田小学校合唱部、安田小学校合唱部、高津小学校合唱部 ほか

入場料／無料
（要整理券）※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。
整理券配布日は、決定次第、ＨＰ等でお知らせします。

この時代のおしゃれなモダン・
ガール達は、コートとドレスの

なたならこのコートにどんなドレ
スを合わせますか？

コレクション展

としても大きな喜びである。

米澤 浩

YONEZAWA HIROSHI

日本音楽集団団員。
（ 財）地 域創造邦楽地
域活性化事業コーディネーター。箏の熊沢栄
利子との海外公演は欧州・中米等で 60 公演
を越える他、熊沢と共に箏体験ワークショッ
プ《YK プログラム》を考案して邦楽の普及
にも努める。

あなたはどう見る？

〜よく見て話そう、美術について〜

2013年1月16日（水）〜2月25日（月）
※「PICK UP EVENT」参照

開演
会場
入場料

雲谷派と墨絵の系譜

①10:00〜 ②14:00〜 ③18:30〜

コレクション展

いわみ芸術劇場 小ホール
［前売］1,000円／
［当日］1,200円
一般：

2013年2月27日（水）〜4月15日（月）

（開場は各30分前）

雲谷等益《山水図屏風》
（部分）

（友の会会員は各200円引）

子ども：500円

道

※3歳〜小学6年生以下

−白磁の人−

12月22日
（土）

©2012
「道〜白磁の人〜」
フィルムパートナーズ

日本統治時代の朝鮮半島で植林事業に勤しみ、民族間で争い
あう中でも信念を貫いて生きた実在の青年・浅川巧の生涯を
描いた物語。40歳という若さでこの世を去った浅川の激動の
時代を生きた数奇な人生を綴る。

コレクション展

1920 s 夜を彩る服

12月5日（水）〜2013年2月11日（月・祝）
※「The Collection わたしのおすすめ」参照

コレクション展

根付

2013年2月13日（水）〜5月6日（月・祝）

富春《石見根付 蓮葉に蓑亀》

世界的に愛好される江戸時代の工芸品「根付」。
江津市の収集家、故･七田眞氏のコレクションを中心に紹介します。

［上映時間］118分 ［監督］高橋判明 ［出演］
吉沢悠、ペ・スビン ほか

あなたへ

1月12日
（土）
©
「あなたへ」製作委員会

キッズ合唱塾講師前田美子氏の指揮・指導するむさし野ジュニア
合 唱 団“風”（東 京都武 蔵 野市で活 動）をゲストに迎え、子ども
たちの澄んだ歌声をお届けします。

高倉健、6年ぶり205本目の出演作。妻の遺骨を散骨するため、
北陸から九州まで車で旅をする主人公の1200キロに及ぶ旅路
を描いたロードムービー。道中で出会った人々との交流を経て
知った妻の本当の想いとは…。
［上映時間］111分 ［監督］降旗康男 ［出演］
高倉健、田中裕子 ほか

特別展

現代版画の諸相

2013年1月2日（水）〜2月3日（日）

島根県立美術館所蔵作品を軸に、戦後、版の形状や大きさに
制限をうけなくなった現代版画の迫力と、独自の表現世界を紹介。

特別展

彫刻のそざいということ

2013年2月6日（水）〜3月25日（月）

中林忠良
《転位 83−地−ⅢⅤⅥⅧ》
島根県立美術館蔵

※「美術館にきいてみよう」参照

・藝大所蔵の貴重な作品を多くみることができ、
とても良かったです。米原雲海の彫刻はリアルで素晴らしかったです。藤田嗣治の自画像は特に印象に残りました。
（50代 女性／
「東京藝大美術館所蔵 日本近代美術の名品展－森鷗外と米原雲海を中心に－」
）
・ダイナミックな演奏でとても良かった、いやドラマチックというべきか。ソリストもそれぞれの持ち味を出していた。コーラスもいいですね。特に男声に惚れ惚れした。
（70代 男性／新日本フィルハーモニー交響楽団 ヴェルディ
「レクイエム」
）
・心温まるとてもなごやかな気持ちになりました。焼き立てのパンが食べたくなりました。
（50代 女性／第21回しまね映画祭「しあわせのパン」
）

Grand Toit Event Calendar
2013.01—03
イベントカレンダー

渾身のヴェルディ
「レクイエム」
上演

1月〜3月

ワークショップ
「やさしい水彩画

大ホール
月／日

時間

教室

催し物名

問い合わせ先

1／

2
（水） 13:30〜

平成24年度 益田市成人式

益田市成人式実行委員会
0856-31-0622

1／

5
（土） 12:00〜

秋山涼子デビュー25周年記念新曲発表会
新春！
！ 演歌の花道

和 音楽事務所
090-4801-1394

編

集

後

記

10 月14日、新日本フィルハー

■コレクション展の説明文、実

モニー交響楽団 ヴェルディ「レ

は 60 字程度しかありません。短
い文章でも展覧会の魅力がぎっ

クイエム」を開催しました。

花を描こう！」
開催

グラントワ合唱団も出演し、

しり詰め込まれています。そこ

この日のために半年間の稽古を

［T.Y］
にも注目してみてください。

重ねてきました。演奏時間 100

■季節ごとに表情を変えるグラ

分という大曲の演奏に向け、合

ントワ。冬のグラントワは素敵

唱団として初めての合宿を行っ

な表情を見せてくれます。大切

たり、共に出演した栗友会合唱

な人と過ごしたいと思える空間

1／ 19
（土）

9:00〜

原浜保育所 発表会

社会福祉法人 原浜保育所
0856-23-0567

1／ 20
（日）

9:00〜

吉田保育所 発表会

吉田保育所
0856-22-1730

1／ 20
（日） 13:00〜

第39回 益田市民音楽祭

正派雅映会
0856-22-3345

団との合同合宿に参加したりす

がそこにはあります。［N.A］

1／ 27
（日） 13:00〜

第11回 中学生の文化祭
〜アートフェスティバル2013

島根県教育庁社会教育課
0852-22-5428

るなど、稽古段階から新たな挑

■空気も水も、食べ物もおいし

1／ 31
（木） 18:30〜

BS日本のうた

夢と未来創造事業実行委員会
0856-31-0106

戦の連続でした。

い益田。グラントワのおかげで

平成24年 島根県立益田高等学校
SSH生徒研究発表会

益田高等学校
0856-22-0044

2／

5
（火） 13:30〜

2／

8
（金） 13:30〜

2／
3／

（予定）

4
（月） 13:00〜

時間

企画展「巨匠たちの英国水彩

楽章間の拍手が1度も起こらず、

という作品をじっくり鑑賞する

鑑賞マナーも大変良い公演とな

のが楽しみです。［T.M］

スプリングコンサート

島根県吹奏楽連盟益田支部
0856-72-0106

日に水彩画を描くワークショッ

りました。会場全体が指揮者上

■今年のGrand Toit Newsはい

益田東高等学校 予餞会

益田東高等学校
0856-23-3435

プを開催しました。たくさんの

岡敏之氏の放つオーラとそこか

かがでしたか。来年はさらに磨

ご応募をいただいて、定員をこ

ら醸し出される音楽に包み込ま

きをかけた情報を皆様にお届け

えるお申し込みがありました。

れ、舞台と客席が一体となった

できるように！
！ 編集メンバー一

ありがとうございました。

演奏会でした。

丸となって頑張るぞ！［U.K］

催し物名

問い合わせ先

1／ 20
（日） 14:00〜

一般向け認知症研修会
「認知症の予防とケアについて」

1／ 23
（水） 14:00〜

第45回 益田市学校ダンス発表会

1／ 26
（土）
2／
2／

2
（土）

9:00〜

3
（日）

9:00〜

2／ 10
（日） 14:00〜
2／ 24
（日） 13:00〜
3／

2
（土）

3／

3
（日）

9:10〜

3／ 24
（日） 10:30〜

芸術も身近！ 企画展では「少女」

画展」の関連事業として、8月12

小ホール
月／日

本番中の客席は静まり返り、

青少年育成島根県民会議
0852-22-6524

平成24年度
「知事と語ろう！ 高校生フォーラム」

9
（土）

ワークショップの様子

島根県健康福祉部高齢者福祉課
0852-22-5717
益田市教研保健体育部
0856-52-2525
（美都中学校）

ワークショップでは、みなさ
んに一輪のピンクの薔薇を描い
てもらいました。はじめに鉛筆

須子保育園 発表会

須子保育園
0856-23-1709

めばえ保育園 発表会

めばえ保育園
0856-22-7343

ひかり保育所 発表会

ひかり保育所
0856-22-1467

の水彩による彩色では、まず黄

管弦打アンサンブルコンサート

サウンド・パレット
0856-23-7379

色の絵の具で全体を塗ります。

■開館
（利用）
時間
石見美術館

によるデッサン。9 種類の硬さの
違う鉛筆を使って描きます。次

サウンドライブしまね アマチュア
ミュージックフェスティバル2013 in 益田

サウンドライブしまね益田実行委員会
090-8607-9727（中村）090-3170-8052（澄川）

平成24年 島根県立益田高等学校
SSH2年課題研究発表会

益田高等学校
0856-22-0044

ピアノ発表会

宮内オリエント商会
0856-23-0755

くじらミュージックコンサート2013

くじらリトミックMT音楽教室
0856-22-6317

その後、様々な色を使って完成
したみなさんの薔薇を、一堂に

いわみ芸術劇場

■グラナリエ 2012 in グラントワ

9:00〜22:00

■休館日（祝日の場合開館、
翌平日休館）

［日時］
11月15日
（木）

石見美術館

〜12月24日
（月） 日没～22:00

毎週火曜日／年末年始

いわみ芸術劇場
※臨時開館日

※ただし、
12月11日
（火）
の休館日を除く。

［会場］
中庭広場ほか

10:00〜18:30

（展示室への入場は閉館30分前まで）

第2・第 4火曜日／年末年始

平成25年1月2日
（水）
、
3日
（木）

※年末年始
平成24年12月28日
（金）
〜平成25年1月1日
（火）

※入場無料

掲示しました。教室のホワイト
ボード一面に咲く薔薇は、たい

■神々の国しまねプロジェクト・
高校生以下の入館料無料！

へん華やかでした。

神々の国しまねプロジェクト

スタジオ1
月／日

に関連し、
平成24年12月22日
（土）

時間

1／ 20
（日）

催し物名

問い合わせ先

講習会

益田市吹奏楽連盟
0856-22-5021

多目的ギャラリー
月／日

催し物名

問い合わせ先

1／ 13
（日） 13日10:00〜18:00
14
（月） 14日10:00〜16:00

エムフローラフラワーデザインスクール
生徒・講師作品展示会

エムフローラ フラワーデザインスクール
0856-22-2044

1／ 28
（月） 16:00〜

進路なんでも相談会（株）
さんぽう

2／ 8
（金） 9:00〜18:00
〜10
（日） （最終日16:00まで）

第1回 酔心会書道展

豊田 賀嗣
0856-22-3220

2／ 23
（土）
9:00〜17:00
24
（日）

第11回 中学生の文化祭
〜アートフェスティバル2013〜 展示の部

島根県教育庁社会教育課
0852-22-5428

3／

時間

2
（土）

（株）
さんぽう
082-568-2323

3／ 17
（日） 14:00〜

益田東高等学校
0856-23-3435

第6回 益田東高校美術展
益田おやこ劇場 第167回例会
「ぬればやまのちいさなにんじゃ」

※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

の

伝

企画展

パ

ッ

統

平成

ジビエ料理

年度国立美術館巡回展 国立西洋美術館所蔵 ヨーロッパの近代美術

24

鴨 肉 の ロ ー ス ト を 提 供 い た し ま す。

［期間］
12月22日（土）〜2月18日（月）11:30〜14:00

2,900円

（税込）

ジビエ

※2 名様より承ります
※グラントワ会員割引対象外となります

ラン チコ ース

本日のスープ ◆メイン料理／鴨肉のロースト マデラワインソース
◆デザート ◆ パン or ライス ◆ コーヒー or 紅茶
◆

※写真はイメージです

PA RT Y PL A N

＋

120分フリードリンク

お一人様

4,000

館所蔵 ヨーロッパの近代美術」

きました。趣味のひとつとして、

の期間中、高校生以下の島根県

体験することで楽しさがわかり

立石見美術館への入館が無料と

ましたので、今後勉強してみよ

なります。この機会にぜひご利

うかと考えています。

用ください。

円（税込）

※3日前までに要予約／3名様より承ります
※グラントワ会員割引対象外となります

※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/

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）

実は、水盤の中央に水のふきだし口があります。中庭の地下には水を貯

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

める大きなタンクがあり、そこからポンプを使って水を運んでいます。水

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

に戻され、また元の水盤に帰っていきます。

福袋

新 年 あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す。

毎 年

恒 例の
2013 福袋 1,500円／3,000円

数に限りがございます。
お買い求めはお早めに。
中身は何が
入っているかはお楽しみです。
なくなり次第終了します。

※写真はイメージです。

http://www.grandtoit.jp

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。

入
商品●
の
上
2 倍以
ICEの
R
P
中身は

石見美術館
ミュージアムパスポート

（土）
［期間限定販売］
12月22日

（月）
2月18日

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（財）
島根県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。

石見美術館
ミュージアム
パスポート
3,000円

国立西洋美術館のミュージアムグッズが買えます!!
展覧会の開催に合わせてモネ、
ピカソ、
ルノワールなど、
誰もが一度は
耳にしたことのある有名作家のミュージアムグッズを揃えました。

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。

大学生（税込）

1,800円

グラントワでは、
パソコンと携帯電話から
ご覧いただける
メールマガジンを
配信しています。
知って得する情報が
盛りだくさん!!
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

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

一般（税込）

［期間］
12月22日（土）〜2月18日（月）18:00〜21:00（21:30に閉店）

シェフおまかせ料理

国立美術館巡回展 国立西洋美術

説明と指導で完成することがで

盤からあふれ出た水は地下のろ過装置を通ってきれいにしてからタンク

FUKUBUKURO

ロ

企 画 展 スペシャルランチメニュー

ー

参加しましたが、わかりやすい

中庭広場の水盤の水はどこからくるの？

益田おやこ劇場
090-8244-2208
（11月5日現在）

ヨ

から開催の企画展「平成 24 年度

益一インターナショナル
（有）
0856-23-0866

「クリスマスローズフェア」
＆バラ教室

3／ 8
（金） 9:00〜18:00
〜10
（日） （最終日17:00まで）

全く知識もなく、経験もなく

● 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!

●公演情報や催し物案内（いわみ芸術劇場）
●展覧会や関連イベントのご案内（石見美術館）
●
「ここだけ情報」
と
「BLOG PICK UP」
は必見！
●携帯メールマガジンは毎週木曜日発行。
タイムリーな情報を厳選してお届けします。
【パソコン】http://www.grandtoit.jp
（グラントワホームページ）

【携帯電話】
読み込みがうまくいかない方はこちら

http://mini.mag2.com/i/m/M0056459.html

