
5月4日（火）・5日（水）［2日間］

オープニングセレモニー　仕舞
5月4日（火） 10:00～　中庭広場
◎喜多流 「八島」 河田周
◎観世流 「梅」 柿内春美
今年は花をテーマにした能の仕舞で幕開けです。

活け花の供宴
5月4日（火）・5日（水） 10:00～16:00　スタジオ1
池坊・未生・小原・草月の4流派による活け花が
館内を華やかに彩ります。

ワークショップ 「花を活けよう 楽しもう」
5月5日（水） 12:00～13:00　中庭広場
指導：杉内藤江（MOA美術・文化インストラクター）
※子どもから大人まで当日自由参加できます。

＊その他イベントも多数ございます。
＊PICK UP EVENT 参照

テーマ： 花・華・はな

第3回 室町文化フェスティバル記念講演会 「室町文化と花のこころ」
室町時代に成立した立（て）花を中心に、茶の湯や能楽、
絵画や文学など、多分野にわたる室町文化と
花の諸相についてわかりやすくお話いただきます。 
4月24日（土）　14:00～15:30
講師：村井康彦 （京都市美術館館長　国際日本文化研究センター名誉教授）
［会場］講義室　先着50名／申込不要／聴講無料

美術講座 「花とともに ─日本美術と花のこころ─」
5月1日（土）　14:00～15:30
講師：椋木賢治 （当館主任学芸員）
［会場］講義室　先着50名／申込不要／聴講無料

オープンスタジオ

「かんたん！ かわいい！
バラのブローチをつくろう」

5月16日（日）  14:00～16:00 （随時参加可）
［会場］講義室　先着30名／申込不要／参加無料

ギャラリートーク
担当学芸員による作品解説。 
5月2日（日）、15日（土）、30日（日）　各日14:00～
参加無料　

島根県立石見美術館

［開館時間］10:00─18:30（展示室への入場は18:00まで） 

［休館日］毎週火曜日（ただし5月4日は開館）、5月6日（木）
［主催］島根県立石見美術館／（財）自治総合センター／中国新聞社／BSS山陰放送

［観覧料］ （　）内は20名以上の団体料金。
当日券／ 一般：1,000（800）円、企画・コレクション展セット 1,150（920）円
 大学生：600（450）円、企画・コレクション展セット 700（530）円
 小中高生：300（250）円、企画・コレクション展セット 300（250）円
前売券／ 企画・コレクション展セット  一般：900円
※小中高生の学校利用は入場無料。　※障害者手帳保持者および介助者は入場無料。
※前売券は、ローソン各店（Lコード 67875）、主な旅行会社、各プレイガイドにてお求めになれます。

2010年4月23日（金）      5月31日（月）

上： 酒井抱一
四季花鳥図屏風（部分）
京都国立博物館所蔵

※ただし観覧券または
　ミュージアムパスポートが必要

会期中毎日

先着25名様

グラントワは
東京スカイツリーを
応援しています。

vol.
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休自作の竹花入に現代作家・須

田悦弘による作品〈草〉を特別に

組み合わせた象徴的な展示がご

覧いただけます。できることなら、

この花入に利休好みの花を生け

て床に掛けたいところですが、な

かなかそうもいきません。こうし

た特別な展示表現によって利休

の目指した真の心に近づいてもら

えるのではないかと思っています。

関連イベントはありますか？
毎年5月の連休にグラントワで

開催される「室町文化フェスティ

バル」があります。グラントワの

あるここ益田市は、中世に豪族

益田氏が治め、また画僧・雪舟

が訪れたということもあり、室町

時代の遺産を豊かに受け継いで

います。このフェスティバルでは、

室町文化にちなんだ様々なイベ

ントが開催される予定です。華

道もまた室町時代に確立された

ものですので、本展覧会も室町

文化フェスティバルに協賛して

います。この時には、大々的ない

けばなの展示など生きた花を楽

しんでいただける企画もありま

すのでどうぞご期待ください。

美術だけでなく、いろんな形で
花を楽しめるんですね。
ほかにも、この展覧会の開催

される4月から5月の間、グラン

トワの周辺が花でいっぱいになる

ような企画もあります。地域の皆

さんのご協力によって、展覧会だ

けでなく街全体で花を楽しんでい

ただけるようになるといいですね。

最後に一言お願いします。
花というのは身近にあって、

暮らしの中の楽しみともなるも

のですが、この展覧会があらた

めて花の美しさを見つめなおす

きっかけになれば幸いです。咲

いては枯れる花の姿は生命の象

徴でもあります。ただ美しいだ

けではない花の奥深さがわかる

と、花がもっともっと好きになる

のではないでしょうか。

春の行楽シーズン、美術館の

花園にぜひ皆さんでお越しくだ

さい。
〈紅地流水に遠山桜文刺繍振袖〉  大阪歴史博物館所蔵

劇場事業紹介

「グラントワ百花繚乱」

「グラントワニュース」  vol.21
平成22年4月発行

発行:島根県芸術文化センター

企画展紹介

「花をめぐる美の競演」

どんな展覧会ですか？
春の桜に代表されるように、

日本人の美意識にとって花はな

くてはならない大切なものです。

昔から日本人は花と深く交わり

愛してきましたし、その心は今

に至ってなお受け継がれていま

す。けれども一口に「日本人と花」

といっても時代によって、あるい

は立場によって様々なものがあ

るのではないでしょうか。この展

覧会はそうした「日本人と花」の

多様なありようを美術作品を通し

て見ていただこうというものです。

展覧会のみどころは？
現存最古の花伝書など華道関

係の貴重な資料や、室町時代か

ら江戸時代の掛け軸や屏風、近

現代の日本画・洋画、明治時代

に輸出用に制作された陶器、着

物やドレス、さらには現代アー

トに至るまであらゆるジャンル

の名品を一堂にご覧いただける

のがこの展覧会の特徴です。ひ

とつのテーマを通して、日本美

術500年の壮大な歴史に触れる

ことができるのも、「花」だからこ

そできることです。

もちろん四季折々、いろんな

季節の花の表現が見られますの

で、その美しさを堪能いただくだ

けでも十分に満足できる内容の

展覧会です。

それは楽しみですね。
なかでも見逃せない作品は？
展覧会の導入のところで「利休

の花入」を展示します。安土桃山

時代に侘び茶を大成したことで

名高い千利休ですが、その美学

において花もまた重要な役割を

担うものでした。今回は、その利

●特集 「私たちが育てた花でみんなを笑顔にしたい」

●「一流人、登場」　白石光隆（ピアニスト）

イベントカレンダー　2010年 4月～6月
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千利休 〈竹一重切花入〉  Ugeyan Collection
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撮影：下坂敦俊

2010年4月10日（土）
いわみ芸術劇場 大ホール
開場／18:00　開演／18:30

劇団四季が誇る名曲の数々を、55周年の総力を注ぎ込んだ
完全オリジナルアレンジでお届けします！！ これはまさに、
ミュージカルの宝石箱です！！

ミッキーとくまのプーさんが夢の共演!! ミッキー＆ミニーが一冊の本を
開くとそこに大きな森が現れて…。ディズニーが贈る、誰もが笑顔に
なれる愉快な物語！森の中の素敵な世界へ、ぜひお越しください！

2010年4月20日（火）
いわみ芸術劇場 大ホール

全席指定
入場料 S席8,000円 A席 6,000円 B席 3,000円

steps

劇団四季
55ステップス
ソング＆ダンス

©Disney

グラントワ開館5周年記念特別公演ディズニー・ライブ！益田公演

ミッキーと
 ハッピーバースデーくまのプーさん

1回目…開場／13:15　開演／14:00
2回目…開場／17:15　開演／18:00
入場料＝全席指定 Ｓ席5,000円 Ａ席4,500円
※3歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで無料。
　ただし、お席の必要な場合は有料。 チケット

発売中

2010年5月1日（土）
いわみ芸術劇場 大ホール
開場／17:15　開演／18:00
入場料＝全席指定 6,800円 

デビュー35周年記念ツアーの感動冷めやらぬ2010年春、
THE ALFEEがついにグラントワ初上陸！！
ますます精力的に活動を続ける彼らの熱い

ステージをどうぞお見逃しなく！！

THE ALFEE
AUBE 2010 新世界

Neo Universe

陰での公演はここグラントワだ

けです。

5月は、「アルフィー」コンサー

ト。メンバーそれぞれがテレビ

や舞台で活躍しているので、3倍

お楽しみいただけるのでは？ア

ルフィーファンの方には言わず

もがなのことではありますが、

1986年の野外コンサートで、1

アーティストとして初めて10万

人動員したこと。プログレッシ

ブ（先駆的）ロックバンドとして

オーケストラと共演したり、多

くの音楽祭に日本代表として招

聘されたこと。などから、その

音楽性は高く評価され

ています。あのケリー

バッグで有名なエルメ

スが、アルフィーの為

にオリジナルスカーフ

をデザインしたこと（ア

ルバムデザインにも使

用）、ご存知でしたか？

5月はほかにも「ジャ

ズ落語」。林家正蔵師匠と佐山雅

弘さんのコラボレーションです。

ジャズ好きの正蔵師匠に負けず

劣らず、佐山雅弘さんのトーク

もかなり噺家風ですから、演奏

以外にもお楽しみがありそうで

す。師匠の噺も一席あるってえ

わけで、なんとも贅沢な一晩に

なりそうですな。

さて、グラントワオープン前

の雪の日、ジャン・ジェンファさ

んのコンサートをお聞きになっ

た方もいらっしゃるでしょう。今

年7月には、若手二胡演奏家マ・

シャオフィ（馬暁暉）さんのコン

サートがあります。映画「グリー

ンデスティニー」でヨーヨー・マ

と共演したほか、多くのオーケ

ストラとの共演で非常に高い評

価を受けています。また上海万

博親善大使にも選ばれています。

このほか、8月にはNHK交響楽

団演奏会。指揮は「炎のコバケン」

こと、小林研一郎さんです。

「花とともに」にかけてグラ

ントワの周辺は花盛りになりま

すが、春から夏にかけて、劇場

もまさに花盛りになりますよ。　
［Y.A］

【キャットウォーク】
キャットウォークとは本来、猫の通り道と
いう意味です。日本の劇場では、高所にあ
る天井から吊るされた通路部分の名称で
す。グラントワは最近の建物なので、作業
通路も建物にしっかり固定された構造に
なっており、名称も「ギャラリー」といい

ます。普段は目につかない場所ですが、バックステージツアーなどで
見られる機会もありますよ。

若者の文化力

昨今、「文化力」なる言葉

が良く使われるようになりま

した。私は文化力を「文化

芸術を理解し共感する力」

と解釈しているのですが、

いかがでしょうか。

さて、グラントワではキッ

ズ塾などのワークショップに

加え、市内中・高校の部活

動への支援事業も行なって

います。少子化や学力低下

を防ぐために部活動廃止に

加速がかかっていることに

危惧感を持ったことがきっ

かけとなり、取り組み始め

たものです。学校での部活

動が無理ならば、公立文化

施設がその受け皿になれば

よいと思うからです。学校

での邦楽指導やグラントワ

弦楽合奏団設立などまだま

だその例は少ないのですが、

これから少しずつ増やすべ

きだと思っています。

勉強そっちのけで部活動

にのめりこんでいた皆さん、

部活動を後悔していますか。

多くのことを学んだのでは

ないですか。日本の中高校

生たちが将来国際人として

羽ばたいていくためにも、文

化芸術に慣れ親しんでおく

べきだと考えるものです。　

（いわみ芸術劇場前館長　山﨑篤典）

いわみ芸術劇場の新年度第一

弾は、劇団四季の「ソング&ダ

ンス55ステップス」。その名の通

り、ミュージカルの名曲とダンス

が、大ホールの舞台に繰り広げ

られます。それもただの名曲コ

ンサートと違い、衣裳はもとより

演出・装置付きの、豪華な祝祭

的ステージなのです。恋人との

思い出、甘酸っぱい思い出、思

い出したくない思い出、どんな

思い出でも良いのです。今回名

場面と出会い、新しい思い出を

作ってください。4月の名場面は

もうひとつ。「ディズニーライブ!

益田公演」です。ミッキー・ミニー

が、皆さんとご一緒にプーさん

の森を訪ねます。主役はもちろ

ん、くまのプーさんです。実は

プーさん、子育て中の親が好き

なキャラクター第1位なんだそう

です。あのほのぼのとしたプー

さんの魅力は、何と言っても丸

いお腹とほのぼの感。今回、山

グ ラ ン ト ワ 
百 花 繚 乱

撮影：下坂敦

室町文化フェスティバル

「産
うぶすな

土の舞」新作へ挑戦！
5月5日（水）
11:00 ～、14:00～（2回公演）
中庭広場

産
うぶすな

土の会（代表 司城初子氏：会員約30名）は、益田市に残る中

世遺産をイメージして創作した、優雅な「神の舞」「姫の舞」「喜びの

舞」「鬼の舞」を、これまで市内外の各所にて披露してきました。こ

のたび益田市出身の若手箏曲奏者が作曲した新曲をもとに、これら

の舞をリアレンジ。衣装・振付も新たな「花の舞」として、第3回室

町文化フェスティバルにて初公開します。優雅な舞に乞うご期待!　
※「鬼の舞」には、保育園児・小学生も参加しています。



◎2月

◎3月

◎4月

◎6月

作 業 ス ケ ジ ュ ー ル

※撤去したプランターはご希望により、ご協力いただいた
各自治会、福祉施設、地区振興センター等にお引き取り
いただきます。

上旬　種まき（サルビア類）
中旬　用土作り（ポット用）
下旬　種まき（マリーゴールド類）
上・中・下旬　用土作り（プランター用）
　　　　　追肥
上旬　プランター植栽
中旬　追肥
下旬　プランター装飾
某日　プランター設置
某日　プランター撤去

コレクション展  ダイアン・アーバスとファッション
2月17日（水）～4月19日（月）

富永 《石見根付 蜘蛛》

イヴ・サンローラン
《カクテル・ドレス、ケープ》

特別展  石見の根付－Iwami Netsuke－
　　　七田眞コレクションを中心に
4月28日（水）～7月19日（月・祝）
昨年江津市へ寄贈された七田眞コレクションを中心に、特に石見地方で
よく見られるスタイルの根付を中心に展示します。　※「美術館にきいてみよう」参照 

コレクション展  森鷗外と交友の画家たち
4月21日（水）～7月5日（月）

コレクション展  洋画名品選
1月13日（水）～4月26日（月）

コレクション展  人物の表現
2月17日（水）～4月19日（月）

コレクション展

クリスチャン・ディオールとイヴ・サンローラン
4月22日（木）～6月21日（月）
クリスチャン･ディオールと、その継承者イヴ・サンローラン。
ファッション界の巨匠二人の、仕事と交流を振り返る展示です。
※「コレクションピックアップ」参照 

藤島武二
《西洋婦人像》

6月6日（日）
チケット発売

グラントワ開館5周年記念

全席指定入場料
S席  7,000円 　A席  6,000円
B席  5,000円 　C席  2,500円

2010年8月29日（日）
いわみ芸術劇場 大ホール

開場／17:30　 開演／18:00

NHK
交響楽団
特別演奏会

管 弦 楽：NHK交響楽団
指　　揮：小林 研一郎
ソリスト：上原 彩子（ピアノ）

※未就学児入場不可

出演者

モーツァルト
　ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488
ドヴォルザーク
　交響曲第8番 作品88

曲目（予定）

グラントワ・シンフォニア岩国
連携プロジェクト

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

スイスの谷間の小さな村を舞台に、80歳のおばあちゃんたちが
ランジェリーショップを開くために奮闘する様を描いた人間ドラ
マ。年を重ねることや夢を追うことの素晴らしさを教えてくれる。

子ども：500円 ※3歳～小学6年生以下

［監督］ベティナ・オベルリ
［出演］シュテファニー・グラーザー、ハイディ・マリア・グレスナー、
　　　アンネマリー・デュリンガー、モニカ・グブザー

撮影：三浦興一

Photo：Satoshi MITSUTA

©2009「沈まぬ太陽」製作委員会

4月24日（土） ※開場は各30分前
①10：00～ ②14：00～ ③18：30～

マルタの
やさしい刺繍

5月15日（土） ※開場は各30分前
①13：00～ ②18：00～

沈まぬ太陽

日本が経済大国へと急成長した激動の時代を背景に、巨大企業
に翻弄されながらも自らの信念を貫く男の姿を壮大なスケールで
描いた社会派ドラマ。
［監督］若松節朗
［出演］渡辺謙、三浦友和、松雪泰子、鈴木京香、石坂浩二、香川照之ほか

実に４年ぶりとなる
待望の公演決定！

戦後、女性のファッションにエ

レガンスを復権させたクリスチャ

ン・ディオール。ディオールに19

歳で才能を見いだされ、彼の元

その才能を伸ばしたイヴ・サン

ローラン。1967年にディオールが

急逝したため、二人の交流は僅

か3年という短い月日でしたが、

二人は互いにその才能を愛し、

讃え、多大な影響を受けていた

ことを明言しています。

本作品はディオール急逝後、

メゾンを引き継いだサンローラン

の手で発表されたディナー・ドレ

ス。シルバーに輝く絹サテンの

生地はなめらかで、ふっくらとし

たスカートやドレス前面の大きな

飾りの美しい曲線を強調し、清

楚ながら華やかな印象をもたら

しています。細いウエストと、そ

れを強調する膨らんだスカート

は、ディオールが戦後「ニュー・

ルック」として発表した形を思わ

せます。サンローランの師への

想いがにじむ一着です。

石見根付
富春「蓮葉に蓑亀」

Q1，根付とはなんですか？
「ねつけ」と読みます。わかりやすくいうと江戸時代の男物の

ストラップです。煙
たばこいれ

草入や印
いんろう

籠などを着物の帯にはさんで提げて

持ち運びする際、落ちないように、ヒモの端につける小さな留め

具です。象
ぞうげ

牙やツゲの木などの材料を精巧に彫って作られています。

Q2，石見根付ってどんなもの？
一言で言うのは難しいのですが、石見地方で作られた根付の総

称で、一般の根付と違った特徴をもちます。材料に猪の牙を使う

ことや、デザインもクモ、セミ、ムカデなど身近で小さないきも

のがよく彫られ、和歌にちなんだ作品が多いのも特徴です。石見

の代表的な根付師に江津の富
とみ

春
はる

（初代 清水巌
いわお

）がいます。

特別展
「石見の根付 ーIwami Netsuke－
  七田眞コレクションを中心に」
2010年4月28日（水）～7月19日（月・祝）

クリスチャン・ディオール／
イヴ・サンローラン 
《ディナー・ドレス》

1968年

ターを交換するといった作業を

行う予定です。

日頃花に携わっている皆さんに
とって、あらためて「花」とは
どんなものですか？
私たちは、みんな自分から草

花専攻を希望しました。希望者

が多くて、専攻生になれるか不

安でしたが、希望が叶ってうれ

しかったです。まだ2年生なの

で、まだまだ花に関する知識は

少ないです。しかし、みんな草

花が大好きで、花の世話をして

いると嫌なことやつらいことを

忘れて、自然と笑顔になります。

草花を育てることは、とても

細やかで大変だと思います。温

度管理、水管理など気の抜けな

いことが多いです。ちょっと油

断すると枯れたり、しおれたり

します。だけど3年になると、

それぞれが自分で選んだ花の栽

今回の企画展にあわせ、益田

駅前から続く歩道沿いにプラン

ターを並べて、グラントワの周

辺を花いっぱいにすることを計

画しています。花苗の育成・植

栽にご協力いただく島根県立益

田翔陽高等学校の生徒さんにイ

ンタビューしました。

まず翔陽高校の紹介を
お願いします。
翔陽高校には、工業系の電子

機械科・電気科、農業系の生物生

産工学科、生物環境工学科、看護

や福祉、食品などの系列のある

私たちが育てた花でみんなを笑顔にしたい
地元の高校生も参加しています！～企画展『花とともに』関連企画 「花いっぱいプロジェクト」～

総合学科があり、それぞれが専

門的な学習をしています。島根

県で唯一の複合型専門高校です。

誰が企画に参加されるのですか？
私たちは生物生産工学科・生

物工学コースで学んでいます。

今回の企画には、3年生になって

から草花を専攻する男子3名女

子6名の合計9名を中心にして、

総合実習で関わることになりま

す。私たちは男女ともに仲がよ

く、個性的な人が多いですが、元

気だけは誰にも負けません。賑や

かなメンバーで頑張りたいです。

管理はどのようにされますか？
歩道沿いにお住まいの市民の

皆さんに、ほぼ2ヶ月間にわた

る水やりをお願いしたいと思い

ます。また、私たちも総合実習

の時間を使って世話をし、もし

調子の悪い花があればプラン

4月28日から開催される特別展「石見の根付―Iwami Netsuke―」につ
いて、担当学芸員 眞住さんにききました。

2010年は始まりました。今
年はシューマンとショパンの生
誕200年の記念の年。各地で
さまざまな特集が組まれること
でしょう。ピアニストにとって
は、とても大切な作曲家です。
来年はリストの生誕200年、こ
れまた盛り上がりそうですね。
昨年はメンデルスゾーンの記
念の年でした。加えて、ピアノ
という楽器が生まれて丁度300
年と、アニヴァーサリー続きで
す。おびただしい数の楽曲を
楽しむためには、演奏者も聴
衆もある程度カテゴリーをしぼ
り、集中して取り組む必要が
ありますが、このアニヴァーサ
リー企画はとても便利なきっか
けと言えるでしょう。楽曲の紹
介にとどまることなく、その曲
の真意や長い間愛され続けて
きた力強さなどを味わいたい
ものです。私自身もその舞台に
立つ時には、尽きない魅力を
存分に聴衆と共有できるよう
でありたいと思っています。グ
ラントワは建設中に拝見する機
会があり、早く舞台に立ちたい
と思っていたところ、昨年1月
「『アメリカの見た夢』展開幕記
念コンサート」に出演させてい
ただき、熱心なお客様に囲ま
れて素晴らしい時間を過ごす
事が出来ました。ゴージャスな
響きと神楽が盛んな益田らし
い神話的なムードが漂う極上
のホールでした。5月の再出演
を楽しみにしています。

白石光隆　SHIRAISHI MITSUTAKA

東京芸術大学大学院、ジュリアード音楽院卒
業。ジーナ・バッカウアー国際奨学金コンクー
ル入賞。第63回日本音楽コンクール声楽部
門において木下賞（共演）受賞。現在、東
京芸術大学ピアノ科及びお茶の水女子大学
文教育学部非常勤講師。

白石 光隆

培に取り組みます。毎日の管理

は大変ですが、愛情を持って心

を込めて育てたいです。

私は去年11月の翔陽祭で花

の販売担当になりました。多く

のお客さんが来られてビックリ

しました。今年の翔陽祭もそう

ですが今回の展覧会でもたくさ

んの人に来てもらって、そして

私たちが育てた花で多くの人が

笑顔になってくれたらとっても

うれしいです。



大ホール
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

小ホール
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

スタジオ1
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

多目的ギャラリー
月／日 催し物名 問い合わせ先時間

 5／ 16（日） 9:30～ 25周年記念　お茶会　（注） 三癸亭賣茶流
0856-22-5975（吉山）

 5／ 21（金） 16:00～  大学・短大・専門学校進学説明会 （株）ライセンスアカデミー
082-569-1641

   　 西いわみ農業協同組合（新田）
0856-22-8680

5／ 28（金）
～30（日）
6／ 1（火）
～7（月）    島根県農林水産部農村整備課

0852-22-6262

 4／ 4（日） 9:00～ 益田ライオンズクラブ
0856-23-4111

 4／ 18（日） 14:00～ ふれあいコンサート in 益田 益田市観光協会
0856-22-7120

 4／ 25（日） 14:00～ グッドラックプロモーション（株）
086-903-2001

 5／ 23（日） 13:30～ 伊藤　永梅
0856-72-1250

 6／ 25（金） 13:00～ 西いわみ農業協同組合
0856-22-1589

 6／ 27（日） 13:00～ 島根県保育協議会
0852-21-2954

 6／ 13（日） 15:00～ 

 6／ 18（金） 10:30～ 

益田高等学校（山崎）
0856-22-0044

 5／ 8（土）  映画「日本の青空Ⅱ」上映会 九条を守ろう益田・鹿足連絡会
0856-22-5250（東島）

 5／ 30（日） 13:00～ 千波流美里会 第9回舞踏発表会 千波　一紫乃
0856-28-0301

 5／ 23（日） 13:30～ 角田　尚子
0856-31-1215

 6／ 25（金） 9:00～ 平成22年大畑グループ安全推進大会 大畑建設（株）
0856-23-3530

 5／ 26（水） 18:30～ 益田おやこ劇場
0856-23-5341

    池田雄三　木彫展 池田　雄三
0856-29-0203

 6／ 7（月） 15:30～ 大学・短大・専門学校進学相談会 栄美通信
082-245-7927

 6／ 27（日） 12:30～ 琴名流大正琴（田原）
0856-25-1199

 5／ 21（金） 18:00～ 水森かおりと歌祭り （有）宮内オリエント商会
0856-22-5566

 5／ 9（日） 14:00～  100人の吹奏楽実行委員会（豊田）
0856-23-7379

第10回ウィサポートユニセフチャリティコンサート
管弦楽アンサンブルと100人の吹奏楽

西いわみ農業協同組合
第12回通常総代会
平成22年度島根県保育協議会
「保育者のつどい」

第11回JA西いわみ年金友の会
益田支部受給者大会

地球を吹く・気を描く
近藤等則・王子江による新芸術の世界
益田高校合唱部・吹奏楽部合同演奏会
文化部展示会

江原啓之と大いに語ろう!
あの世の話

青少年健全育成・社会福祉支援チャリティ
第6回スーパー神楽選抜競演大会

 5／ 2（日） 12:00～ 三船和子新曲発表会 島田　和
090-4801-1394

 6／ 20（日） 11:30～ （有）宮内オリエント商会
0856-23-0755

    石見えびね会 4／ 24（土）
25（日）

石田　昭秀
0856-23-1290

 4／ 22（木） 9:30～ 東洋医学の無料講習会 真正振圧針療法指導センター
092-948-4077

 6／ 12（土） 18:00～ 益田医師会講演会 バイエル薬品株式会社
090-5123-6431

 4／ 11（日） 10:00～ 岡崎　城世
0856-22-7482

 4／ 4（日） 14:00～ 益田市民吹奏楽団 第24回定期演奏会 益田市民吹奏楽団（矢冨）
090-3058-0989

桜まつり益田市民・生涯学習
素人演歌と踊りの競演まつり

益田高校SSH
3年生課題研究発表会

山陰中央新報文化センター益田教室
バレエ講座発表会

琴名流大正琴
益田・津和野合同チャリティー

エレクトーンステージソロ部門
店別大会

益田おやこ劇場 第154回例会
『ヘンテコ長屋の赤おにドン平』

 6／ 12（土） 9:20～ 益田高等学校（細田・吉岡）
0856-23-2853

 6／ 16（水） 9:00～ 平成22年度 安全運転管理者講習 （社）島根県安全運転管理者協会
0852-36-7220

9:30～18:00
（最終日17:00まで）

9:00～18:00
9:00～16:00

第13回しまねの農村景観フォトコンテスト
入賞作品展・表彰式

①10:00～
②14:00～
③19:00～

初日13:00～17:00
2日目以降9:00～17:00
最終日9:00～16:00

Grand Toit Event Calendar
2010.04—06 イベントカレンダー　4月～6月

注　多目的ギャラリー、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

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）
FAX： 0856 -31-1884（代表）
e-mail: zaidan@grandtoit.jp

http://www.grandtoit.jp

■開館（利用）時間
石見美術館　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）
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22年5月4日（火）は臨時開館します。

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
◎駐車場あります（200台・無料）

益田産はまぐりのマリネ・
バジルのソース添え

■営業時間／11：00～22：00
　※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/

単
品

春のスペシャルメニュー

¥1,890
（
税
込
）

［時間］11:30～14:00

［時間］11:30～14:00
※土・日・祝日・
　イベント時をのぞく

仕入れにより大きさが異なる場合
がございます。

◎カップスープ
◎本日のおまかせメイン料理
◎ライスまたはパン
◎コーヒーまたはオレンジジュース

（
税
込
）（予約不可）¥1,000

とれたてのハマグリをそのまま海
辺で味わってもらうイメージで作
りました。ハマグリのジュをベース
にしたシンプルな味をバジルの
ソースとともにご賞味ください。

15食限り

¥250でデザートが付きます

PONY
LUNCH

石見美術館
ミュージアム
パスポート

島根県芸術文化センター
共通カード

4,000円（税込）
年会費

3,000円
一　般

1,800円
大学生

900円
小中高生

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。

2,000円（税込）
年会費

特
典

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

いわみ芸術劇場
ホール友の会

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。

特
典

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

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。

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

■営業時間
■店 休 日

／10：00～18：30
／毎週火曜日

■TEL：0856-31-1874

セレクトグッズ販売中！
お花をイメージしたバスグッズや
いい香りのサシェで気分をリラックスしてみては？

「花とともに」にちなんだ書籍もおすすめです。 （すべて税込）

◎フラワーサシェ
◎プチブーケ
◎バスフラワー（3個セット）
◎バスフラワー（単品）
◎ゼリーアロマキャンドル＆バスフラワー

525円
2,100円
609円
294円

3,000円

花とともに

ほか

口座振替がお得です！
年会費から

500円引き
共通カード
一般 通常：4,000円

新規入会の方もOKです！！

初回のみ

3,500円
初回のみ

1,500円
初回のみ

2,500円

友の会
一般 通常：2,000円

パスポート
一般 通常：3,000円

期間中
限定販売お見逃しなく！

初回
引き落とし
のみ

■いつでもどこでも音楽祭
　「花とともに」展
　開幕記念コンサート
［日時］ 5月8日（土）　時間未定

［出演］ 山本直人（オーボエ）

［日時］ 5月9日（日）　13:00～（予定）

［出演］ 白石光隆（ピアニスト）

　昨年の「アメリカの見た夢」開

幕記念コンサート「白石光隆＆

ラプソディ・イン・ブルー」での

圧巻の演奏が記憶に新しいピア

ニスト白石光隆さんと、益田市

出身の名古屋フィルハーモニー

交響楽団首席オーボエ奏者山本

直人さんによる贅沢なミニコン

サートを開催します!流れるよ

うなピアノの旋律と、優しく広

がるオーボエの響きをどうぞご

ゆっくりお楽しみください。

※いずれも美術館ロビー（予定）にて。

　鑑賞無料

　島根県芸術文化センター「グ

ラントワ」は、現在、東京都墨

田区で建設が進む2012年完成予

定の、新東京タワー「東京スカ

イツリー」を応援しています。

　この電波塔は、当館のセンター

長を務める、彫刻家・澄川喜一

デザイン監修によるもの。完成

すると634メートルの高さとな

り、世界一の電波塔になる予定

です。現在グラントワの回廊に

は、デザイン画を含むパネル等

を展示しています。詳しくは、

次のサイトをご覧ください。

http://www.tokyo-skytree.jp/

先ごろ、俳優の吉田栄作さ

んがグラントワに来館さ

れました。美術館の展示や建物

を見学され、楽しんでいただけ

たようでした。　　　　　　　

　実は吉田さんは「遣島使」（県

外在住で島根の良さを全国に向

けて発信する、親善大使）とい

う肩書きもお持ちで、島根とは

深い関わりのある方なのです。

グラントワの事もきっとこれか

らPRしてくださると思います。

　いやぁ～それにしてもかっこ

よかったです。

編 集 後 記

■かつて生花教室で、先生に

手直しされた私の花がみるみる

シャキンと華やかに！―華のある

人になれよ、と言ったとか言わ

なかったとか。［K.Y］

■気に入りのカーディガンに虫

食いの穴を発見。悲しみの中、

製造元に送ると新品同様に直し

てくれました。思いあまって捨て

なくてよかった。［H.R］

■グラントワに引っ越してきて丸

5年。全てがピカピカだったのが、

少しずつ町の景色に、そして私

の手にもなじんできました。［K.Y］

■開館5周年の年になり、今ま

で積み上げた成果でグラントワ

に関わるみんなが幸せになれま

すように!［S.H］

口座振替キャンペーン実施中！
　様々な特典がご利用いただけ

る3種類のグラントワ会員カード。

一年ごとの会員契約更新の際に、

会費納入に口座振替をご利用い

ただけるようになりました。ご希

望の金融機関をお選びいただけ、

さらに初回引き落としが割引さ

れるという特典付きです。

　毎年の更新の手間が不要にな

りますので、とても便利！新規入

会される方も対象となりますの

で、この機会にぜひご入会くだ

さい。

※ご希望の方は所定の「預金口座振替依頼書」に

必要事項をご記入の上、総合案内カウンターか事

務室までご提出ください。

※割引について、詳しくは下の広告欄をご覧ください。

※2回目の更新からは通常料金となります。

オロチくんって？

オロチくんは、グラントワの正面にある御影石のモ
ニュメント「おろち」を制作した彫刻家・澄川喜一
センター長のデザインにより誕生した、グラントワ
のオリジナル・マスコット・キャラクターです。モニュ
メントと同じく、日本を代表する伝統芸能、石見神
楽に登場する大

おろち

蛇のイメージを継承しています。


