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「美術でめぐる古事記の名場面」

「ますます芸術発信

●「一流人、登場」

「芸術の秋、幕開け ─舞台を彩る名演たち─」

グラントワ
開館5周年記念事業が
ぞくぞく登場!!

グラントワ開館 5 周年に寄せて」

美術でめぐる
古事記の
名場面

劇場事業紹介
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スーザン・バージュ

（コンテンポラリー・ダンス振付家）

イベントカレンダー

2010 年 10 月〜12 月

の舞台となる斐伊川などが有名

ながら古事記の名場面集です。

ですが、そうしたゆかりの土地

もちろん古事記を知らなくても

になじみ深い物語が作品化する

楽しめるよう工夫してありま

ことで、美術に対して親しみを

す。また、一歩深めて古事記が

もってもらえるのではないかと

描かれた社会的背景から、制作

考えました。

の背後に潜む作家の心情などに
も想いをはせてもらえればと思

具体的にはどんな作品が出品さ

います。会期中には古代史・神

れますか？

話研究の第一人者上田正昭先生

絵 画と彫 刻約 90 点を予 定し

図1

山幸彦と豊玉姫が出会い、恋に落ちる場面

小林未醒《山幸彦》 石橋財団 石橋美術館

古事記編さん1300年に寄せて

開館 5 周年記念展「神々のすがた 古事記と近代美術」
に
ついて担当の真住学芸グループ課長に聞きました。

け役となった立正大学の三浦佑

最も鮮烈に神話の世界を描いた

之先生に最新の古事記研究につ

一人、青木繁の「大穴牟知命」こ

いてのご講演を、美術史からは

れは出雲大社のご祭神大 国 主 命

神奈川県立近代美術館館長の山

の若き日の苦難の話です。また

梨俊夫先生に歴史画の視点でご

同じく青木の「黄泉比良坂」は

講演をいただきます。この 3 人

命からがら黄泉の国から脱出す

の豪華講師陣による特別講演会

るイザナギの話です。小杉未醒

も是非お越しいただき、神話の

（図 1） は山幸彦と海
の「山幸彦」

面白さを味わっていただければ

神の娘豊玉姫の恋が生まれる瞬

と思います。

おおなむちのみこと

おおくにぬしのみこと

よ も つ ひ ら さ か

み せ い

ゆきひこ

今回の展覧会は、
「神々のすがた

なじみのスサノオのオロチ退治

る推古天皇の御

間を描き、安田靫彦は古事記を

古事記と近代美術」というタイ

などが書かれたものだというく

世まで記述さ

編纂する稗田阿礼と太安万侶を

トルですが、どういう展覧会で

らいのことしかわからないので

れ、神話や伝説、

描きました（図 2 ）。高さが 3 メー

すか？

すが、具体的にどういうもので

歌謡などを含み

トルにもなる竹内久

すか？

ながら天皇を中

一の巨大な木彫「神

この展覧会でいう神々とは、
やおよろず

日本の八 百万の神様のことで、

また、なぜ古事記を展

覧会で取り上げるのですか？

心とする日本統

武天皇立像」もやっ

古事記にはそうした神々の物語

古事記は現存する日本最古の

一の由来が書かれています。一

てきます。

が記されています。その古事記

歴史書といわれています。古事

般的には、古事記全編を通して

を中心とした神話が明治以降の

記の序文によると、天皇の命に

読むよりも、天の岩戸や、スサ

開館 5 周年にふさわ

ひ え だ の あ れ

おおのやすまろ

あま

い わ と

いなば

や、昨今の古事記ブームの火付

ています。
日本の近代美術史上、

日本でどのように表現されてきた

より稗田阿礼と太安万侶によっ

ノオのオロチ退治、因幡の白ウ

しく力作ぞろいといっ

かを見る展覧会です。

て 712 年に作られました。まも

サギなど、神話ごとに親しまれ

た感じですね。最後

なく編さんから 1300 年を迎え

ているかもしれません。その古

にみどころをお願い

古事記というと、最近ブームに

ます。内容はこの世の成り立ち

事記の三分の一が島根県を舞台

します。

なっていますが、石見神楽でお

から始まり、聖徳太子が活躍す

にした話なのです。オロチ退治

この展覧会は、さ

図2
古事記を編さん中の太安万侶
（右）
と、
稗田阿礼
（左）
が描かれている
安田靫彦《古事記》 愛媛県美術館

芸術の秋、
幕開け

photo:yohta

舞台を彩る
名演たち

歌声、髙橋真梨子さん。裕次郎
からファンモンまで、男性歌手

「しまね文化力」
創造のセンターとして

の曲13曲をカバー。女心を35 年
以上歌い続けてきた彼女だから
こそ表現できる特別な男性曲。
髙橋真梨子さんの新たな魅力が
発見できます。これは10 月のコ
ンサートが楽しみですね！
グラントワが立地する島根県

いわ み

石 見地方を代表する伝統芸能と
言えば、ズバリ石見神楽。グラ
ントワでも毎週日曜日に「石見の
夜神楽定期公演 ※ 」を開催して
おり、県外からも多くの神楽ファ

れている今日、グラントワ

この間、優れた芸術や文

が果たす役割はさらに大き
なものとなってまいります。
本号でも紹介しています

ることができ、県内外から

ように、5 周年を記念して特

多くのお客さまをお迎えす

別の美術展や劇場事業を行

ることができました。

うとともに、地域と連携し

また、良き指導者にも多

て伝統文化を守り育て、新

く恵まれ、
「いわみ舞台塾」

しい文化と芸術を創造する

の取り組みから新たな団体

取り組みにも一層力を注ぎ、

生まれています。

開催します！ 石見神楽・出雲神

文化芸術の社会的な役

楽の他、
高千穂夜神楽、
備中神楽、
ら大集結。神楽の魅力を思う存
分お楽しみいただける2日間とな
るでしょう。
11 月にはチャイコフスキー、
ショパンの2大国際コンクールに

島根邦楽集団
結成 5 周年記念演奏会

日本人として初めて入賞した、
人気・実力ともに日本を代表す

10月17日
（日） 13:00 〜
いわみ芸術劇場 大ホール

た。それは邦楽界において非常に画期的な出来事で、以来全国から

19回目を迎えます。益田会場の

まずはしっとりとピアノ弾き

ペラ『カルメン』です。世界中

グラントワでも素晴らしい作品

語りはいかが？ 島根県出身・在

で最も上演回数の多い情熱的な

の数々を上映いたします。ぜひ、

住のシンガーソングライター浜

人気オペラ、総勢 200 名の引っ

ご期待ください！

田真理子さんがグラントワに初

越し公演です。旧ソ連の三大オ

登場です！
「情熱大陸」の特集で

ペラ劇場として歴史的に重要な

ブームを巻き起こし、全国に熱

位置を占める名門ウクライナ国

だけでなく、音楽も舞台

歌っているんですよ。東京では

の色彩感とぴったり合致

なく地元松江を拠点に自然体で

して、まさに総合舞台芸

音楽と向き合っている浜田さん

術の醍醐味をたっぷり味

の生き方は、とても現代的であ

わっていただけます！

平成 17 年 3月、流派を超えて交流の輪を広げ、全国へ邦楽振興の
ための発信をしていくことを目的とし、島根邦楽集団が結成されまし

映 画 館 の 少ない 地 域に映 画

団」のあの歌も実は浜田さんが

村川 修）

長野戸 隠 太 々神楽などが全国か

ルをどうぞお見逃しなく！

爛 な 歴 史ド ラ マ！ 物 語

（いわみ芸術劇場館長

と がくし だい だい

の年にお贈りする名曲リサイタ

立歌劇場がお贈りする、豪華絢

ます。

たな出会いや大きな感動が

てた一大神楽フェスティバルを

登場です。ショパン生誕 200 年

烈なファンを持つ浜田さん。AC

ターとして展開してまいり

グラントワという場で新

るピアニスト小山実稚恵さんが

キャンペーンCM「国境なき医師

「しまね文化力」創造のセン

結成にも結びついています。

と「大蛇退治伝説」に焦点を当

の炎が燃え上がる！ キエフ・オ

り、女性を中心に共感を呼んで

今年で5 周年を迎えました。
化、地域固有の伝統芸能な

ますが、
この度「天の岩戸伝説」

を ―「しまね映画祭」は今年で

インナップはとっても華やか。

割、波及効果が高く指摘さ

ど、非日常の世界を展開す

ンの皆様にお越しいただいてい

続いて、灼熱のスペインで恋

芸術の秋、いわみ芸術劇場ラ

グラントワは開館して、

常に注目され続けてきました。グラントワのフランチャイズ団体として、
これまでプロとの共演や、次代を担う子どもたちの育成など、邦楽
振興のために精力的に活動を展開してきました。
その島根邦楽集団の結成 5 周年を記念し、この秋記念演奏会を開
催します。
広島交響楽団メンバーや、
グラントワ合唱団などとも共演し、

［いわみ芸術劇場 文化事業課］

新曲も披露します。5 年目の集大成にぜひご期待ください。
※
「石見の夜神楽定期公演」については、
「はみだし情報」をご覧ください。

【残響可変装置】
残響とは、音源が発音を停止した後も壁や
天井などの反射によって音が響いて聞こえ
る現象です。ホールの適切な残響は、オー
ケストラの演奏と講演会では全く異なりま

カ バ ー ア ル バ ム『No

す。演奏では残響を求めますが、講演会で

います。心に深く染み入るその

Reason 2 ～もっとオトコ

はスピーチの明瞭度が損なわれないことが

歌声は聴く人を優しく包み込み

ゴコロ～』を引っ提げて

大事です。小ホールは客席側面部分を手動でスライドさせて吸音面と反

ます。

やって来るのは、大人の

高千穂夜神楽
（国指定重要無形民俗文化財）
「手力雄」

﹁情熱大陸﹂
の特集でブームを
巻き起こした島根県在住の
シンガーソングライター浜田真理子︑
待望のグラントワ公演決定︒
心に染みいるピアノ弾き語りを
満月のこの日︑
ぜひライブで︒

ⓒ松浦一生

9月5日
（日）
チケット発売

チケット
発売中
グラントワ開館5周年記念
FUJITSU PRESENTS

Concert Vol.34 2010

（水）
2010年10月20日
いわみ芸術劇場 大ホール

［入場料］全席指定
完売

［出

［演

開場18:00
開演18:30

※未就学児入場不可

SS席 15,000 円 S席 13,000 円
A 席 11,000 円 B席 8,000 円

演］管弦楽：ウクライナ国立歌劇場管弦楽団

チケット
発売中

合 唱：ウクライナ国立歌劇場合唱団
バレエ：ウクライナ国立歌劇場バレエ
（首席）他
指 揮：ヴォロディミール･コジュハル

「カルメン」
全3幕 G.ビゼー作曲
目］

フランス語上演／日本語字幕付き

140余年の歴史を持つ劇場による総勢200名の引越公演！
世界中で最も上演回数の多い傑作オペラ！

2010 年
（土）
10月23日
いわみ芸術劇場
大ホール 開場16:30／開演17:00
入場料 全席指定 ※未就学児入場不可
S席

8,000円

A席

7,500円

■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・ホール友の会員様は各公演チケットを割引価格でご購入いただけます。
①「小山実稚恵ピアノリサイタル」…500円引き。一般発売日以降は300円引き ②「キエフ・オペラ
『カルメン』」
「髙橋真梨子コンサート」…5％引き ③「浜田真理子ピアノ弾き語りライブ」…50%引き
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2010 年
（日）
11月21日
いわみ芸術劇場
大ホール
開場13:30 ／開演14:00

［入場料］全席指定
※未就学児入場不可

2,800円

チャイコフスキー、
ショパンの2大国
際コンクールに日本人として初めて
入 賞した、人 気・実 力ともに日本を
代表するピアニスト小山実稚恵が、
ショパン生 誕 200 年の年にお贈り
するオール・ショパン名曲リサイタル！

グラントワ開館5周年記念

Mariko
Takahashi

デビュー 周年記念ピアノ・リサイタル

グラントワ開館5 周年記念

浜田真理子

ピアノ弾き語りライブ

撮影：Maki Umaba

23

〜月に聞く 〜

時 分／ 開演 時

チケット
発売中

︵木・祝︶
2010 年9 月 日

開場

15

いわみ芸術劇場 小ホール

﹇入場料﹈全席指定
未就学児入場不可
※
000 円
一般／3 ︑
ホール友の会員／1 ︑
500 円

ホール友の会
会員ご優待！

30

カルメン

〜ウクライナ国立歌劇場オペラ〜 タラス･シェフチェンコ記念

小山実稚恵

グラントワ開館5周年記念

キエフ･オペラ

14

射面を入れ替えることによって適切な響きを創り出します。

ますます芸術発信

これまで数多くの建築賞を受賞し、
名建築の呼び声高いグラントワ。今後ますます石見地域の
文化拠点としての役割が期待されています。
今回はこの施設に寄せる今後の期待や思いなど、
ゆかりの深いお二人方にご寄稿いただきました。

グラントワ開館 5 周年に寄せて

私たちのグラントワ

益田 ふるさとの風景

福原慎太郎（島根県芸術文化センター利用促進協議会会長）
「石見に美術館を」という益

神林哲也（内藤廣建築設計事務所）

ご来館をいただいております。

現場常駐を拝命し益田で暮ら

のアンケート」に、ひそかに最後

田圏域住民の熱い思いを受けて

また益田市では、2 年前からグ

した2 年間、スケッチブックを片

グラントワが開館し、満 5周年を

ラントワ全館を使って5月に「室

手に休日の街角散策のきっかけ

の一行を加えてみます。

迎えました。今日まで多くの美

町文化フェスティバル」を開催

をくれたのは、蔦の絡まる珈琲

あれが七尾山

術作品や舞台演劇・コンサート

し、中世の歴史や文化を発信し

館でのキムラフジオ氏の故郷愛

あの光るのが益田川

等、一流の文化芸術をたえず提

ております。

あふれる詩集との出会いでした。

そのほとりにどっしりと伏せてい

グラントワのような機能、デ

ンティア、スタッフをはじめ多く

ザインともに優れた複合文化施

の関係者に支えていただいてい

設が人口7 万人規模の圏域にあ

ますことに、心より敬意と感謝

るのは全国的に皆無であり、私

この一行を読んだとき、様々

を申し上げます。

たちは文化・芸術面で、全国か

に抱いていた益田・石見の印象

で、新作の創作をとおして伝

らうらやまれるほどの環境に恵

の全てに合点がいきました。そ

統芸術と現代アートの関係を

まれています。

して、そのふるさとの風景にや

当協議会も、この素晴らしい
施設を皆様に堪能していただけ

るのが
ふるさとは

そこに

グラントワ

スーザン・バージュ

供していただき、また市民ボラ

るよう、利用支援や情報提供な

今後も「私たちのグラントワ」

がて完成する建築が自然に馴染

どの取組みを推進してまいりま

として積極的に活用し、石見発

んでくれることを心から願いま

した。中でも小中学校・公民館

の文化を育み、発信していきま

した。

事業を中心とした送迎バス支援

しょう。

私が初めて神楽に出会った
のは、
92 年京都市にある「ヴィ
ラ九条山」
（関西日仏交流会館）

研究していたときでした。ま
ず魅了されたのは、その空間
の使い方です。舞はすべて制
限されたスペースで行われ、
方角も定められ、振付や舞は
観客本位ではなく自然やその

五周年を迎えた今、大好きな
氏の一篇「益田川俯瞰

事業の活用により、毎年多数の

神々を敬い讃えることを考え

空から

《舞踊図屏風》
（部分）

なされています。また、舞手は
いでいます。私が京都で創作

時のフランスでは、印象派をは

したコンテンポラリーダンス

が生み出されていましたが、コ
コレクション展

ランはこうした新しい芸術を取

「開館 5周年記念
5人の学芸員が選ぶコレクションベスト5 !」

り入れながら、穏和で繊細な画
風の絵画を描きました。

2010 年10月8日
（金）
〜12月26日
（日）

フランスからの帰国後、東京

開館 5 周年を記念するコレクション展「5 人の学芸員が選ぶ、コレクショ

美術学校西洋画科の指導者にな

ンベスト5!」について、担当学芸員 川西さんにききました。

り、近代洋画の中心的存在にな
る黒田清輝もコランに師事した

Q1，いつものコレクション展とは違うんですか？
普段のコレクション展は、担当が一人で作品を選んだり解説を書

ラファエル・コラン

説執筆は 5 人全員で行います。それから普通の解説に加えて、私た

《若い女性の肖像》

ちの個性を前面に出したコメントもつけますので、お楽しみに！

1889 年

Q2，おすすめのポイントは？

空と大地、自然と人間をつな

日本人の多くが学びました。当
じめとして、新しい美術の潮流

いたりするのですが、今回は私はとりまとめ役で、作品の選定や解

（コンテンポラリー・ダンス振付家）

あったよ。

の四部作「四季の移ろい」は、
フランスでは劇場の舞台では
なく木々に囲まれた野外の中
庭で上演しました。神楽の影
響を受け創作したこの作品は
その後フランスで 50 回以上上
演されています。私の体験は
極めてエキサイティングだっ
たと言えるでしょう。
グラントワは特別な創造と
共有の場です。そのような文

ひとりでした。本作品は、ちょ

化施設とアーティストの責務、

うど黒田がフランスでコランに

また活動の目的は、その芸術を

学んでいた時期に制作された作
品です。屋外の光の中で緑を背
景に、背中を露わにした女性が

体験する人々を慣れ親しんだ
世界から未知の世界に導くこ
とです。人間は新たな経験をと
おして成長するものですから。

後ろを振り返ろうとしています。

コランは、明治時代の日本人

なめらかな白い肌の表現には、

日本画、洋画、写真、衣装など、あらゆるジャンルのものが 5点

洋画家の師として知られていま

裸体画を得意としたコランの特

×5 人分、計 25点集まります（会期中展示替あり）。いわゆる「名品」だけ

す。アカデミスムという当時の

徴がよく表れています。明治の

でなく、
「私はこれが好き！」という視点で選びますので、マニアッ

フランス画壇の正統派のなかで

日本の洋画家たちに、コランの

クな作品もあるかもしれません
（笑）自分の感性に近い学芸員は誰

成功を収めていたコランに、西

こうした甘美な絵画が、大きな

か…なんて考えながら見ていただくと、面白いかもしれませんよ。

洋絵画の勉強のために留学した

影響を与えたのです。

特別展

スーザン・バージュ

Susan Buirge

1940 年アメリカ生まれ。フランス著 作 協 会
SACD 委員
（振付家初、
91～ 94 年）
、
フランス・
ロイヨモン財団・振付構成研究センターを指
揮
（2000 ～ 07 年）
。島根県益田市に移住
（08
年）
。ヴィラ・メディチ・オー・レ・ミュール2009
受賞。芸術文化勲章最高章コマンドゥール受
章（フランス文化通信省、
10 年）
。現在、
日仏
合同プロジェクト
「プラットフォーム」を指揮。

石見ゆかりの洋画

7月7日（水）〜10月4日（月）
コレクション展

しまね映画祭2010 益田会場
平成 2 2 年度 文化 庁 優 秀 映 画鑑 賞 推 進事 業

参加無料
中
庭広場
ほか

「木下恵介監督特集」

懐かしの昭和名作シアター

会場
入場料

（各日）

いわみ芸術劇場 小ホール
一般：500円／会員：400円［前売・当日同料金］
※11月13日
（土）
のテーマ映画
「オーシャンズ」
も
ご覧いただけるお得な3日共通券もございます。

11月11日
（木）※開場は各15分前

カルメン故郷に帰る

石見美術館 無料開放デー
10:00〜18:30（入場は18:00まで）
終日、美術館を無料開放します。
企画展・コレクション展を無料でご覧いただけます。

13:00〜14:26

［出演］
高峰秀子、
佐野周二、
笠智衆 ほか
二十四の瞳

※複数回あり。詳細はHP等でご覧ください。

二十四の瞳

（1954年）

11月12日（金）※開場は各15分前

野菊の如き君なりき
13:00〜14:32

（1955年）

［出演］
有田紀子、
田中晋二、
笠智衆 ほか
喜びも悲しみも幾歳月

喜びも悲しみも幾歳月
15:00〜17:41

5人の学芸員が選ぶコレクションベスト5 !

（金）〜12月26日
（日）
［前期：10月8日〜11月23日、後期：11月25日〜12月26日］
10月8日
※
「美術館にきいてみよう」
「
、コレクションピックアップ」
参照

コレクション展

（1957年）

［出演］
高峰秀子、
佐田啓二、
中村賀津雄 ほか

昼の服・夜の服

7月21日（水）〜9月5日（日）
特別展

クリストバル・バレンシアガ
《チューブ型シース・ドレス》
1949年

神々が舞う 神楽衣装の美

9月8日（水）〜11月8日（月）

企画展「神々のすがた」に関連して石見神楽の衣装と面を展示します。

コレクション展

15:00〜17:36

［出演］
高峰秀子、
月丘夢路、
小林トシ子 ほか

いわみ芸術劇場
劇場を体験する
バックステージツアー
10:00〜17:00
日ごろ見ることのできない、劇場の裏側を
ご覧いただけます。

（1951年）

川村清雄
《緑陰牧牛図》

開館5周年記念

クリストバル・バレンシアガ

11月11日（木）〜1月30日（日）

特別展

並河萬里写真展

神々の座 出雲

（金）〜11月15日
（月）
8月27日

企画展「神々のすがた」に関連して、写真家・並河萬里が撮影した
「神話の国 島根」の写真讃歌です。 ※展示替あり

並河萬里
《美保神社 大注連縄》島根県文化振興財団蔵

Grand Toit Event Calendar
2010.10—12
イベントカレンダー

編

10月〜12月

10／

時間

8
（金） 13:00〜

①14:00〜
10／ 11
（月）
②18:00〜
①14:00〜
②18:00〜

命の軌跡」は、
「神々の国しま

参りのときの写真を見せよう。

ね ～古事記 1300 年」の協賛

「で、いるの？」って聞かれたら

冠二郎・永井裕子歌謡ショー

エムアイ企画
03-6407-4451

◎初心者コース

事業です。

水前寺清子一座公演

ソワード株式会社
（倉元）
099-223-8005

10:00 ～ 12:00

中西中学校
（永田）
0856-28-0510

11／ 13
（土） 13:00〜

禅をきく会

海雲寺
（城市）
0856-22-2440

11／ 14
（日） 18:30〜

イルカコンサート

MIN-ON中国
082-567-0585

11／ 28
（日） 13:30〜

第10回徳川夢声市民賞授与式
記念講演会

徳川夢声市民賞実行委員会
090-4734-9444

11／ 30
（火） 13:30〜

綾小路きみまろスーパーライブ

グッドラックプロモーション
（株）
086-903-2001

12／ 19
（日） 12:00〜

第32回年忘れ益田市民余芸大会

社会福祉法人社会福祉協議会
0856-22-1800

［日時］9月23日
（木・祝）
、

小ホール
月／日

10／

時間

3
（日） 10:00〜

11／
11／

催し物名

問い合わせ先

山口県大村能章まつり
石見支部・地区素人のど自慢予選会

岡崎 城世
0856-22-7482

エレクトーンステージ
アンサンブル部門

10／ 24
（日） 13:00〜

6
（土） 14:00〜

11／ 20
（土） 14:00〜

益田市手をつなぐ育成会（豊田）
0856-23-7422

映画上映会
「星の国から孫ふたり」

原浜保育所
（吉村）
0856-23-3607

11／ 21
（日） 13:30〜

「命」
を考えるコンサート
（仮称）

11／ 28
（日） 13:00〜

雅会せせらぎ創立15周年記念
箏曲演奏会

■ W 杯に目もくれず「ロボット

史書「古事記」が編纂されてか

と美術」展の準備をしていまし

13:00 ～ 16:00

ら 1300 年という記念すべき年

た。前回大会の時は「森鷗外と

［会場］多目的ギャラリー

に あ た り、 ま た、 翌 25 年 は、

美術」の追い込み。W 杯と共に

［対象］小学 1年生～中学 3 年生

出雲大社の大遷宮が行われるな

［K.Y］
仕事の山が来る運命なのね。

［定員］各コース28名

ど、
島根の貴重な歴史や文化に、

■ 最 近 色 ん なことに 感 謝 す る

［申込締切］8月31日
（火）

大きな注目が集まることが期待

日々で、ご飯が食べられることが

［申込］0856-31-1860

されます。神話のふるさと「島

どれほどありがたいことかを改

毎年恒例の「キッズ邦楽塾」

根」推進協議会では、古事記な

めて実感しています。日々感謝

を 今 年 も 開 催 し ま す。 今 回 は

どに描かれ神々の時代から受け

感謝ですね。［T.Y］

10 月 17 日に開催される「島根

継がれてきた「島根」の歴史や

■ある日ライブラリコーナーにふ

邦楽集団結成5周年記念演奏会」

文化の魅力を全国に紹介してい

らりと立ち寄ると、そこにはレア

にも出演します。未経験者も大

きます。

なDVDの数々が。視聴はもちろ

■神楽フェスティバル
～岩戸・大蛇～」関連企画

地球のステージ益田実行委員会事務局（山藤）
050-3317-4480

12／

5
（日） 14:30〜

スウィングフェニックス
40周年記念コンサート

スウィングフェニックス（宮﨑 高司）
090-4655-6331

12／ 18
（土） 18:30〜

益田おやこ劇場第157回例会
オペラ
『ピノッキオ』

益田おやこ劇場
0856-23-5341

12／ 26
（日） 11:30〜

ジュニアオリジナルコンサート
店別大会

［入場料］無料

から新しくなりました。

［出演］山内登貴夫氏（映像ジャーナリスト）

■石見の夜神楽定期公演

10／ 25
（月） 10:00〜

豊川保育園・神田保育園・吉田保育所・
合同劇団すぎのこ人形劇鑑賞会

吉田保育所
0856-22-1730

11／ 12
（金） 9:00〜18:00
〜14
（日） （最終日17:00まで）

第9回益田書道展
（公募展） （注1）

益田書道会事務局（豊田 賀嗣）
0856-22-3220

11／ 19
（金） 9:00〜18:00
〜21
（日） （最終日17:00まで）

習研島根県連西部地区書道展

佐々木 充
0856-23-4679

同じく瓦の赤をイメージさせる

第38回島根県高等学校写真展

島根県立出雲高等学校
（岡）
0853-21-0008

スカーフを着用しています。と

ている
「石州瓦」
の四角をイメー

開演18:00
（開場17:30）
※ただし休演日もあり
（要問合せ）

［入場料］高校生以上500 円

ても華やかで、着ている方の気

石見神楽はリズムの軽快さと

分まで明るくなります。
催し物名

問い合わせ先

千代延 淑子
0855-42-1440

10／ 16
（土）
9:00〜17:00
17
（日）

MOA美術館益田児童作品展

MOA美術館益田児童作品展事務局（坪井）
0856-22-3332

10／ 22
（金）
9:00〜17:00
〜24
（日）

フランス刺しゅう展示会

岩井 和恵
0856-23-6049

10／ 25
（月） ※10／26（火）は休館日
25日10:00〜18:30
〜30
（土） 26日以降9:00〜18:00

第1回ハマグリ貝アート展

NPO法人アンダンテ21
0856-24-8661

11／ 19
（金） 9:00〜18:00
〜21
（日） （最終日17:00まで）

寺井壽一 油絵作品展

寺井 壽一
0856-25-1659

宅野敏和 油彩画展

宅野 敏和
0856-28-1298

展覧会に来られたらアテンダ

のものです。グラントワでは毎
週定期公演を開催しています。

劇場の舞台裏には「楽屋」という部屋があります。大部屋から個室まで大

年会費

2,000円（税込）

︵税込︶

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。

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
文化振興財団主催事業のチケットが一般発売日に先駆けて会員
割引料金で先行予約ができるグラントワホール友の会。先行予約
の他にもチケットの割引購入、グラントワシアターの映画券お引換
券プレゼントなどお得な特典をご用意しております。

石見美術館
ミュージアムパスポート

︵税込︶

少年少女古典文学館 古事記
出雲国風土記と古代遺跡
神楽Tシャツ／全 8 種
KIDS Tシャツ／全3種

￥1,890
￥840

ALL
¥2,625

そのほか
神楽グッズも
取り揃えて
おります。
※いずれも税込価格

一

般

大学生

1,800円

【

❶ チケットの先行予約・割引購入
❷ グラントワ提携店での優待サービス
❸ 毎月情報誌・先行予約案内のお届け
❹ 新規入会時特典あり

電

子

チ

ケ

ッ ト

ぴ

あ

】 案

内

皆様
『電子チケッ
トぴあ』
を
ご存知ですか？
小中高生

900円

石見美術館のコレクション展と企画展を何時でも何度でもご覧
いただけるパスポート。年間3回以上美術館に足を運ばれるなら、
パスポートが絶対お得です。有効期間は購入日より1年間です。

特典

■営業時間 ／10：00〜18：30
■店 休 日 ／毎週火曜日
■TEL：0856-31-1874

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

特典

※有効期限は購入月の1年後の月末です。

ちなんだオススメ本はこちら!!

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

年会費

4,000円（税込）

「神々のすがた」
展に

※イベントにより変更あり・夜は予約のみ

http://www.grandtoit.jp

島根県芸術文化センター いわみ芸 術劇場
共通カード
ホール友の会

定番のポークカツカレー
（サラダ付）
も
あります。

■店休日／毎月第２・第４火曜日
■TEL／0856-31-1873

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

室や洗濯機も完備されています。

時間／ 11:30〜14:00

2010ビアガーデン好評開催中!!［期間］8月末日まで

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

に過ごせるよう、
楽屋には飲み物や食べ物も準備します。そのほかシャワー

チキンのグリエトマトカレー

■営業時間／11：00〜22：00

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）

きさは様々で、出演者は開演前この楽屋で待機しています。出演者が快適

しっとりとした鶏ムネ肉のグリエとさわやかなトマトの酸味、
ピリリとした刺激が心地良いカレーが完成しました。

¥1,100

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
◎駐車場あります
（200台・無料）

がく や

新メニュー登場
¥1,380

交通案内

劇場の出演者は開演前どこにいるの？

L U N C H

単品

衣裳の豪華さで類を見ない独特

ントの制服も見てくださいね。

（7月30日現在）
注1・注2 多目的ギャラリーでも同時開催。
注3 中庭広場でも同時開催。
※広告欄に記載のあるイベント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合せください。 ※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、
お問合せください。
TEL:0856-31-1860
※8月・9月のイベントにつきましては、
前号のグラントワニュースまたはHP等をご覧ください。

P O N Y

［日時］毎週日曜日

ジした格子柄のジャケットに、

多目的ギャラリー

12／25（土）〜27（月）
10:00〜19:00
1／ 2（日）〜 4（火）

好評開催中！

グラントワの建物に用いられ

草月会島根県支部西ブロック
花展
「花・出会いin石見」 （注3）

第2・第 4火曜日／年末年始

ラントワに足を運んでいなかっ
たから？

時間

毎週火曜日／年末年始

高橋勲氏（古代鉄歌謡館館長）

ご存知なかった方はしばらくグ

問い合わせ先

3
（日） 3日10:00〜17:00
4
（月） 4日10:00〜16:00

石見美術館

いわみ芸術劇場

テンダントの制服が今春

催し物名

月／日

9:00〜22:00

■休館日（祝日の場合開館、
翌平日休館）

［会場］スタジオ1

ア

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

10:00 ～ 11:30

（有）
宮内オリエント商会
0856-23-0755

（注2）

石見美術館

［日時］10月30日
（土）

スタジオ1

12／ 10
（金） 10日13:00〜17:00
11日 9:00〜17:00
〜12
（日） 12日 9:00〜13:00

■開館
（利用）
時間

神々」

平井 典子
0856-22-0457

地球のステージ益田公演

時間

か。［H.R］

「須佐之男命の軌跡
対談「岩戸・大蛇伝説とその

4
（土） 13:00〜

10／

ん無料。次の休日は何を見よう

※定員に達し次第締め切らせていただきます。

益田ロータリークラブ
0856-23-3392

12／

月／日

平 成 24 年 は、 日 本 最 古 の 歴

◎経験者コース

に触れてみませんか？

（社）
益田法人会
（白川）
0856-23-7640

益田市手をつなぐ育成会講演会

―ニッって笑おう。［K.Y］

歓迎です！ 一緒に楽しくお箏

（有）
宮内オリエント商会
0856-23-0755

（社）
益田法人会社団化30周年記念
特別講演会

2
（火） 14:30〜

いつか息子に言われたら―お宮

25日
（土）
、
26日
（日）

益田市小中学校連合音楽会

9:30〜

■「 神 様っているの？」って、

楽フェスティバル「須佐之男

問い合わせ先

グッドラックプロモーション
（株）
086-903-2001

11／ 11
（木）

記

催し物名

2010特別企画 杉良太郎プロデュース
男3人コンサート

10／ 21
（木）

後

■企 画展「神々のすがた」
と神
■
「キッズ邦楽塾」
参加者募集！

大ホール
月／日

集

❶提携美術館の観覧料割引
❷グラントワ提携店での優待サービス
❸「石見美術館ニューズレター」等のお届け
❹更新時特典あり

北は北海道から南は沖縄まで全国各
地で行われる舞台やコンサート、
スポー
ツやテーマパークの入場券まで様々な
ジャンルのチケットをお買い求めいただ
くことが出来ます。
（一部、
お取り扱いの
ないものもございます。）
『電子チケットぴあ』
は美術館ロビー内
総合案内カウンターにございます。
お座席案内も致しますので、
どうぞお気
軽にお問い合わせ下さい。

［お問い合わせ］TEL.0856-31-1871
［受付時間］10:00〜18:00 ［定休日］毎週火曜日

