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企画展紹介
「シュール、ナンセンス、ユーモア。

謎に満ちたゴーリーの世界に浸る。
」

劇場事業紹介
「バレエ×音楽×朗読で

『優雅な秘密』に迫る。
」

グラントワ・カンタート 2018
見どころ、聞きどころ

●「グラントワのおすすめ」

  CHEMISTRY、グラントワ初公演！

イベントカレンダー

お正月は
2日
（火）から開館 !

2018 年 1 月 〜 3 月

『中国風オベリスク：四つ目のアルファベット』
（部分） 1970 年

『不幸な子供』原画

●特集

52

1961 年

細密に描きこまれた線が心に残

ビ番組のオープニング・アニメー

んで描いていると言えますね。

一読すると、
「絵本」という枠に

ります。エドワード・ゴーリーと

ションを手がけるなどその活動

古今の文学に通じ（日本文学も

はおさまらないような印象を受
けます。

はどんな作家ですか。

は多岐にわたりました。2000 年

好んでいて『源氏物語』は愛読

に 75 歳で亡くなっています。

書のひとつでした）
、数多くの映
画やテレビドラマを観て、ニュー

モノクロームの緻密な線で描か

モノクロームの線で描かれたイ

現代の作家なのですね！もう少

ヨーク・シティ・バレエに傾倒

れたイラストと短い文章とで構

くユーモアの漂う独特の世界観

ラストで、ユニークな作品を数

し前の時代に活躍した人なのか

するなど、あらゆる文化を貪欲

成されています。その作品は、

に多くの人が虜になっています。

多く発表しました。

と思いました。

に吸収していたゴーリーは、そ

字幕の添えられたサイレント映

アメリカで活躍した絵本作家
です。
独特の韻を踏んだ文章と、

そうですね。
ゴーリーの絵本は、

とりこ

1925 年シカゴに生まれたゴー

ゴーリーは戦後のアメリカを

うして得たものもまた作品の中

画のワンシーンに例えられること

展覧会が楽しみですね！どんな

リーは、シカゴ・アート・インス

生きた人ですが、
『不思議な国の

に散りばめ、埋め込んでいます。

もあります。文章は、常にイラ

作品が見られるのですか？

ティテュートで短期間美術を学

アリス』を著したルイス・キャ

その凝った仕掛けに気づく楽し

ストよりも先に完成させていたよ

絵本原画と書籍、舞台芸術に

びますが、従軍により中断、戦

ロルをはじめとする 19 世紀の文

みも、彼の作品に触れる醍醐味

うです。ナンセンスな、時には

関わるポスターなどの資料、約

のひとつでしょう。

後はハーバード大学でフランス

学者から大きな影響を受けまし

陰惨なストーリーが展開する場

350 点を展示します。本展は、

文学を専攻します。ニューヨー

た。
作品には、
19 世紀のイギリス、

合もあれば、アルファベットブッ

エドワード・ゴーリー公益信託と

クに移住して出版社に就職、
ブッ

ヴィクトリア朝のスタイルに着

クのようにストーリーは無く、主

ブランディワイン・リバー美術

ク・ デ ザ イ ナ ーとし て 挿 絵 や

想を得たようなモチーフが多用

題にそった内容の場面が表され

館が企画し、アメリカ各地を巡

ブックデザインを担当しました。

されています。また、1910 ～ 20

ることもあります。文章には表情

回した原画展を日本で紹介する

1962 年に自作を出版する会社を

年代のファッションで着飾った

の乏しい人物や正体不明の不思

ものです。観る人の想像力を刺

立ち上げて独立。本の制作に加

人物も散見されます。生まれた

議な生き物、重厚な壁紙などを

激してやまないゴーリーの世界

えて、ミュージカルやバレエな

のが 1925 年ですから、自身 が

細密に描いたイラストが添えら

に浸ってみてはいかがでしょうか。

どの舞台芸術にかかわり、テレ

生まれる以前の時代のものを好

れています。シュールでどことな

全て ©2010 The Edward Gorey Charitable Trust ／所蔵

『荒れ狂う潮：あるいは 黒い人形のごたごた』原画
1987 年

Museum

企 画 展 「 エ ド ワ ー ド ・ゴ ー リ ー の 優 雅 な 秘 密 」 関 連 プ ロ グ ラ ム

に立たせてもらっている。こ

Museum ×Theater《ミューシア》の新作パフォーマンスが見逃せない!

れまでに「神楽ボレロ」
「新春
太鼓祈願」など素晴しい方と
の出会いありがたい。ふり返
れば 24 才で太鼓と出会った。
「24 才鬼太鼓座、これしかな

The a t e r
田中美礼出演作品より

エドワード・ゴーリー 『華々しき鼻血』原画 1975 年
©2010 The Edward Gorey Charitable Trust ／所蔵

人生最高の舞台「グラントワ」

いと大太鼓、食える食えない

美しい音楽を、素晴しい芸

関係ない、打ち込む何かが欲

能を世界に誇れる空間で体感

しかった。
」
「太鼓叩いて 30 年、

できる、それがグラントワ。

歌って踊って大はしゃぎ、だ

30 年前、太鼓を買うため働

けど山あり谷ありの、人生い

いていた。その時グラントワ

つも崖っぷち。
」人生崖っぷち

の前身石西県民会館で、初め

であっても、世界に誇れる最

て一人で舞台に立った。1200

高の舞台、グラントワで演じ

席 の 大 ホー ル、客 は 80 人 も

ることが出来る。夢に未来に

いなかった。その後、会館は

道を照らすグラントワで、一

2005 年グラントワに生まれ変

生懸命生命かけなかったら、

わった。私は和太鼓奏者のプ

お天とう様に申し訳ない。

ロとして道を歩み、時に舞台

［太鼓打ち

今福 優］

バレエ×音楽×朗読で“優雅な秘密 ”
に迫る。
石見美術館といわみ芸術劇場のコラボレーション企画“ミューシア”の vol.4。
絵本作家エドワード・ゴーリーが描き出す不思議な絵本の世界を舞台で表現します。
バレリーナと音楽家、そして役者が織り成す、オリジナルの新作パフォーマンスです。

コレクション展関連トークイベント

「みるみると見てみる？」
12月17日
（日）、
2018 年1月21日
（日）
、
27日（土）
、
2月10日
（土）
いずれも14:00 ～（40 分程度を予定）
展示室 A

在住のフレットレス・ベース奏

て、春には 4 回シリーズのロビー

リー。本誌の企画展紹介でもあ

者奥田治義さん、島根県在住の

コンサート、夏には花街の文化

るように、その魅力は不思議な

ピアニスト岸田雅彦さんと演劇

に つ いて 学 ぶ「 お 座 敷 遊 び 体

世界観とモノクロームの緻密な

活動をしている原田雅史さんで

験」を開催しました。いずれも

線描にあります。次々と子ども

す。ゴーリーは、ニューヨーク

美術館の展示を、音楽、芸能と

て」は、鑑賞者が自由に思いを巡らせたり、感想や意見を述べられる

たちが不幸な目にあう『ギャシュ

シティバレエに通い詰め、大の

いった劇場が専門とする分野か

よう、キャプションや解説を付けずに作品を展示する展覧会です。こ

リークラムのちびっ子たち』
、あ

バレエファンとしても知られて

ら深める内容であり、複合施設

れに関連し、鑑賞者同士で意見や感想を交えるイベント「みるみると

る日突然やってきた奇妙な生き

いました。舞台では、彼のユニー

であるグラントワならではの企

見てみる？」を開催します。他の人の意見に耳をかたむけながらじっ

物を描いた『うろんな客』
、副詞

クな表現の源泉のひとつであっ

画です。今回もバレエ、音楽、

をテーマにしたアルファベット

たバレエに、音楽と朗読を組み

朗読によって 2 次元に描かれた

ブック『華々しき鼻血』
。大人達

合わせたパフォーマンスを披露

世界を舞台で立ち上げるという

を夢中にさせる作品の数々は、

します。

絵 本 作 家 エド ワード・ ゴ ー

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

くりと作品を味わってみませんか。
［料金］参加無料（ただし展覧会鑑賞券、またはミュージアムパスポートが必要）
［協力］みるみるの会

「ミューシア」ならではの試みで

シュールでナンセンスです。し

さて、今回の企画は「ミュー

かし、時にユーモラスで、どこ

シア」の vol.4 です。グラントワ

実 は 演 劇 人 の 顔 も持 つ ゴー

かしら上品さや優雅さも同居し

内にある、石見美術館といわみ

リー。劇場を創立し、舞台美術、

ていて、読めば読むほど謎めき、

芸術劇場では、今年度より2 つ

脚本、演出も手がけています。

惹きつけられます。

の施設のコラボレーション企画

この新作パフォーマンスを通し

ピアノはとても繊細な楽器です。使用状

今回、彼が描いた謎めいた世

を「ミューシア」と名づけて展

て、彼が愛した舞台芸術にも親

況はもちろん、保管時の気温や湿度でも

界を舞台で表現します。
演出は、

開しています。企画展に合わせ

しんでいただければと思います。

バレエダンサーの田中美礼さん。

す。
謎めいた世界を体感ください。

て活躍した経歴を持ちます。出

ぜひお見逃しなく!

チケット
好評
発売中

開場16:30／開演17:00

入場料

8,500円［会員 8,000円］
A席 6,500円［会員 6,000円］／高校生以下 4,000円
B席 3,500円［会員 3,000円］／高校生以下 2,000円
S席

※全席指定・税込 ※前売・当日同料金 ※3歳以上有料（3歳未満の入場不可）
※高校生以下料金でお求めの方は、
当日学生証をお持ちください。

グラントワ公演！
！
Maki Ohguro 2017 Live-STEP!!

〜 Higher↗↗Higher↗↗中年よ熱くなれ!! Greatest Hits＋〜

12月8日（金）

2017年

いわみ芸術劇場大ホール
開場18:00 ／開演18:30

入場料 ［全席指定・税込］
前売

6,800円［会員 6,500円］

チケット
好評
発売中

※4歳以上有料（3歳以下膝上鑑賞無料。
ただしお席が必要な場合は有料）

■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

日本語と合唱〜その魅力を探る
―作曲家、指揮者、声楽家からの発言をもとに―

（金）開演18：30
2018年1月5日
いわみ芸術劇場小ホール

美しき日本語のための
日本語歌唱による
合唱コンクール

パネリスト・審査員・講評者

（いわみ芸術劇場芸術監督）

（ピアニスト・作曲家）

パネリスト・審査員・講評者

パネリスト・審査員・講評者

（作曲家）

（合唱指揮者）

パネリスト・審査員・講評者

審査員・講評者

（声楽家）

（合唱指揮者）

栗山文昭

寺嶋陸也

課題曲：
「年頭の誓い」
（委嘱曲）
詩／谷川俊太郎 曲／信長貴富

フレンドシップ
コーラスコンサート

（日）開演10：00
2018年1月7日
いわみ芸術劇場大ホール

信長貴富

藤井宏樹

合同合唱：
「わたしがうたうなら」
（委嘱初演）
詩／環つやこ 曲／寺嶋陸也

入場料［全席指定・税込］

10月29日
（日）
チケット発売

2018

総合プロデューサー

（土）開演10：00
2018年1月6日
いわみ芸術劇場大ホール

つ な ぐ

劇中劇「人魚姫」
のバレエシーンは豪華で目を見張る美しさです。

大黒摩季

レクチャー

あ ゆ む

童話の王様・アンデルセンの青春時代を描く心温まる物語。

観るもよし、歌うもよし 美しい
《日本語の歌》
を深める3日間。
2018年の幕開けに、日本各地の合唱団と韓国からのゲストがグラントワに集結。

ま な ぶ

「マッチ売りの少 女 」
「み
にくいア
」…
ヒルの子 」
「 人 魚姫

次回は
「シュート棒」
です。

環 日 本 海 芸 術 交 流 プ ロ ジ ェ ク ト

劇団四季

グラントワ・カンタート

※整理券は12 月2日10 時より、
総合案内カウンターにて配布
（電話予約可）

撮影：下坂敦俊

いわみ芸術劇場大ホール

年間を通して一定の状態に管理された
専用の『ピアノ庫』に保管されています。

※企画展観覧券またはミュージアムパスポートが必要

演は田中さんに加えて、広島県

（日）

台のピアノは年一回専属の調律師に点検
してもらい、未使用時には気温・湿度が

12 月9日
（土） 開場14:30 ／開演15:00
いわみ芸術劇場 大ホールステージ 定員150 名／入場無料
（要整理券）

アでプロのバレエダンサーとし

11月 26日

音が微妙に変化し演奏者や聞く人の印象
が変わってきます。グラントワにある3

ミューシア vol.4「エドワード・ゴーリーの優雅ないたずら」

島根県津和野町出身で、イタリ

2017 年

【ピアノ庫】

レクチャー／ 500 円・高校生以下 無料
コンクール、コンサート各日／1,500 円・
高校生以下 500 円
コンクール、コンサート共通券／ 2,000 円
※コンクール、コンサートは未就学児入場不可

青山恵子

勝部俊行

グラントワ・カンタート2018

見どころ、
聞きどころ
“ 観るもよし、
歌うもよし” 美しい《日本語の歌》を深める
3日間の合唱プロジェクトを開催します。
全国でもここでしか味わえない、
魅力的なコンテンツをご紹介。

1月5日（金）
《まなぶ》レクチャー

1月6日（土）
《あゆむ》コンクール

日本語と合唱
～その魅力を探る

美しき日本語のための
日本語歌唱による
合唱コンクール

─作曲家、
指揮者、
声楽家からの発言をもとに─

［審査員］
寺嶋陸也、信長貴富、
藤井宏樹、青山恵子、勝部俊行

［パネリスト］
寺嶋陸也、
信長貴富、
藤井宏樹、
青山恵子

グラントワ・カンタート 2017 の様子

客席からもご参加ください。課題

際交流します。全国各地の合唱

曲は信長貴富氏による書き下ろ

団が様々な作品を演奏し、客席

し作品です。

で聞いている講評者からは、出演

1月7日（日）
《つなぐ》フレンドシップ
コーラスコンサート
［講評者］
寺嶋陸也、信長貴富、
藤井宏樹、青山恵子、勝部俊行

日本語による合唱曲に限定し

CHEMISTRY、

団体へのコメントを聞くことがで
きます。参加者全員による合同演

約 5 年半ぶりの

奏では、寺嶋陸也氏による書き下

全国ツアー！

ろし作品を演奏します。

グラントワ初公演！

島根県石見地方ならではのコ

「PIECES OF A DREAM」
、

ンテンツで、合唱熱が高まる3日

「Point of No Return」
「You

日本語による合唱作品の表現

たコンクール。学生も社会人も、

とは？ パネリスト、客席が一緒に

男声も女声も混声も全部ひとつ

国内外の合唱団による交流コ

間。合唱経験者もこれまで合唱に

なって考えるレクチャー。グラン

の部門で、日本語による合唱作

ンサート。グラントワのある島根

縁がなかった方も、新たな発見が

トワ・カンタート2017コンクール

品の表現を追究します。今回は

県益田市が日本海に面している

あること間違いなしの 2018 年新

トリー）
。デビュー以来、男声

課題曲「貝殻」を振り返ります。

客席のアナタも審査に参加できる

ことから、韓国よりゲストをお招

春となるでしょう。皆様のご来場

のツインボーカルから紡がれ

きし、合唱を通じて環日本海で国

をお待ちしています！

る極上のハーモニーで多くの

インターネット生配信も行います。 「オーディエンス賞」
を新設。ぜひ、

Go Your Way」 な ど、 時 代
を彩る楽曲を次々に生み出し
て き た CHEMISTRY（ ケ ミ ス

人々を魅了してきました。
2012 年 に、そ れ ぞ れ の ソ

特別展

ロ活動に専念するために活動

「没後 20 年
喜多村知の風景」

を休止したものの、今年 2017
年より再始動。今回のツアー

2018年1月12日
（金）
～ 3月12日
（月）
会場：展示室 C

は活動再開後初の全国ツアー
です。
活動再開にあたり「ソロ活動
を経て強くなったCHEMISTRY

喜多村知《能生港》
1985 年

を、待ってくれているファンの

あざかみ美術館蔵

主任学芸員
特別展「没後 20 年

喜多村知の風景」について、

皆さんに見せたい。新たな一

廣田理紗

歩を皆さんと共有したい。
」と
意気込むCHEMISTRYの2人。

金地に大きな蝶が舞い、キラ

担当学芸員の左近充直美さんにきいてみました。

皆 さ ん も ぜ ひ、CHEMISTRY

キラと輝くコート。京都の西陣

Q1，喜多村知さんについて教えてください。

で織られた帯地でできています。

×グラントワの音楽的化学反

森英恵

応を会場でお楽しみください。

《イブニングコート》

喜多村知（1907–1997）は国画会展や個展を中心に、昭和・平成

華やかさは布地の柄にまかせ、

に活躍した洋画家です。満州大連市に生まれますが、父の故郷、島

装飾をできるかぎり排してすっ

根県の津和野を出自の地として、疎開中は現在の津和野高校の美術

きりとしたシルエットにすること

ガスで開催された「国際ファッ

教師をしていました。美術評論家の洲之内徹に才能を高く評価され、

で、布地が醸し出す重厚な印象

ション・フェスティバル」で発

誰にも真似できない独自の画風を生涯貫きました。

を残しつつも、全体の雰囲気は

表されました。日本の和服地を

軽やかに仕上げられています。

洋服に取り入れ、
「美しい日本」

肩を起点にふっくらと立体的な

を鮮やかに打ち出した森英恵さ

抽象画のように見える風景画の中に、彼にしか出せない独特の色

形を保つのは、張りの強い帯地

ん。この成功をきっかけに、翌

彩が散りばめられています。また形は一度解体され、再び構築され

を用いているから。布自体が持

年（1965 年）にはニューヨーク

る際の「揺動」を含んでいます。忘れていた記憶を呼び起こされる

つ力をいかした造形にグッと来

でコレクションを発表。アメリ

ような不思議な感覚を味わってください。

ます。本作は、1964 年にラスベ

カへと活動の範囲を拡げました。

Q2，見どころはどんなところでしょうか。

1964 年

CHEMISTRY 公式サイト
http://www.chemistry-official.net/

CHEMISTRY
テレビ東京系「ASAYAN 超男子。オーディ
ション」で、約 2 万人の候補者の中から選
ば れ、
『CHEMISTRY』 とし て、シ ン グ ル
「PIECES OF A DREAM」で 2001年 3 月7日
デビュー。1stシングルから16 週連続 TOP10
入りという驚異的なロングセラーを記録し、
CD 総売上枚数は1,800 万枚を誇る。2012 年
よりソロ活動に専念したが、
2017 年にグルー
プとしての活動を再開した。

写真：高田健司

出演／今福座、
道川神楽社中、
「生命の詩」の仲間たち

コレクション展

特別ゲスト／
GOCOO−ゴクウ−

あなたはどう見る？

―よく見て話そう美術について

12月13日（水）〜2018年2月12日（月・祝）※「PICK UP EVENT」参照
コレクション展

理想郷を描く

2018年2月16日（金）〜4月中旬

画家はしばしば、現実の世界を写しとるのではなく、
現実とは別の理想郷を描き出してきました。
本展では山水図をはじめ、画家たちのあこがれた
理想郷が描かれている絵画作品を紹介します。

新 春 太 鼓 祈 願 2 01 8

コレクション展

西晴雲《湖南漁舟・緑陰仙居図》
（右隻）1928年

モノクロームの世界

2018年1月10日（水）〜2月25日（日）
―舞わせる太鼓

踊らせる太鼓
祈り、打つ！―

コレクション展

森英恵

2018年2月28日（水）〜4月初旬
※「The Collection わたしのおすすめ」参照

写真：Alei.Komatsubara

（日）
日
2018 年 月
いわみ芸術劇場大ホール

1 14

入場料［全席自由・税込］

開場13:00／開演13:30

「グラントワ共通カード・ホール友の会」会員様ご優待料金

1,000円

前売・当日同料金
会員お1 人様 2 枚まで

一般／ 2,000円（当日 2,500円）

高校生以下／ 1,000円（当日 1,500円）

※未就学無料

チケット
好評
発売中

特別展

開場16:30／開演17:00

入場料 7,800円［指定席・税込］

没後20年 喜多村知の風景

2018年1月12日（金）〜3月12日（月）

2018.2.24 Sat.

いわみ芸術劇場
大ホール

マーティン・ムンカッチ
《ニューヨーク万国博覧会》
『ハーパース・バザー』1938年9月号

※「美術館にきいてみよう」参照

コレクション展
10月28日
（土）
チケット発売

おしゃれを描く

ファッションプレートにみる女性の装い

2018年3月16日（金）〜4月下旬

シャルル・マルタン《リンゴの唇》
『ガゼット・デュ・ボン・トン』より 1913年

※未就学児入場不可

・国宝や重要文化財などをはじめ、中世の貴重な資料や作品がゆったりと展示されており、落ち着いて鑑賞することができた。今から500年以上も前につくられた刀が輝きを失っていない事に驚いた。
（40 代 男性／企画展「石見の戦国武将－戦乱と交易の中世－」
）
・孫が出演しているので初めて観にきました。孫のダンスを観てとても感動して涙がでました。全員とてもすばらしい踊りでした。
（60 代 女性／
「いわみダンスプロジェクト2017」
）
・将棋が趣味、ブームなので一棋士の将棋に対する姿勢、熱意、生き様に感銘しました。いろんな世界で生きている人たちの感動物を期待しています。
（60 代 男性／グラントワシアター
「聖の青春」
）

Grand Toit Event Calendar
2018.01—03
イベントカレンダー

■中庭広場タイル

1月〜3月

Museum×Theater：

大ホール
月／日

催し物名

問い合わせ先

平成29年度 益田市成人式

益田市成人式実行委員会
0856-31-0622

1／ 24
（水） 13:50〜

第50回 益田市学校ダンス発表会

益田市立鎌手中学校
（寺戸）
0856-27-0520

2／

益田ひかり保育所 平成29年度発表会

益田ひかり保育所
0856-22-1467

1／

編

時間

2
（火） 13:30〜

4
（日）

8:50〜

2／ 11
（日） 13:00〜

島根県吹奏楽連盟 益田支部
第10回 スプリングコンサート

3／ 12
（月） 18:30〜

NHK交響楽団演奏会 益田公演

時間

1／

です。今の自分と変わってくだ

お座敷あそび体験

間、
グラントワ中庭広場・水盤周

［H.D］
さい。

「花街ってどんなところ？」

問い合わせ先

1／ 20
（土）

8:45〜

須子保育園 発表会

1／ 27
（土）

9:00〜

めばえ保育園
平成29年度 生活発表会

めばえ保育園
0856-22-7343

2／ 11
（日） 13:00〜

柿本人麻呂
「終焉地はここだ！」

益田市文化協会
（矢冨）
0856-22-0254

3／

ピアノ発表会

4
（日） 10:00〜

当日の様子

企画展「北野恒富展」にちな
み、恒富が愛し、描いた花街の

時間

2／ 9
（金） 9:00〜18:00
〜12
（月） （最終日17:00まで）

阪からお茶屋
「たに川」
の若主人、

（株）
宮内オリエント商会
0856-23-0755

2／ 23
（金） 10:00〜18:00
〜25
（日） （最終日16:00まで）
3／ 18
（日）

催し物名

問い合わせ先

第11回 益田東高校美術部展

益田東高等学校
0856-23-3435

第2回 不言塾書道作品展

10:00〜
吉田こども園 卒園式＆作品展
（展示9:30〜12:00）

囲の床タイルを貼り替える工事

■ 2017 年も終わりに近づき、今

を行います。
工事期間中は工事車

年の目標は達成できたのか？ で

両および作業員が出入りするた

きてないのか？ 自分に問いかけ

め、
正面エントランスと回廊の一

たとき、自分の心を自分が追い

部を封鎖し、
工事関係者以外の中

越すのはいつだろうか…［S.H］

庭広場への出入りができなくな

■ 10 年間のアテンダント生活を

ります。

卒業し、4 月から劇場広報として

ご利用のお客様にはご不便・

れる頃には、もう少し成長した

ご理解とご協力を賜りますよう、

［Y.M］
自分になれたら。

ぴったりの企画展。どこか残酷
■グラナリエ 2017 について

をお招きしました。お茶屋は芸

好評をいただいている、グラン

妓をよぶなどして会食や遊びを

トワの冬の夜を彩る季節行事
「グ
は中庭広場のタイル貼替工事に

不言塾書道作品展実行委員会（豊田）
0856-22-3220

いと感じがちな花街の伝統や季

伴い、正面エントランス・キャ

吉田こども園
0856-22-1730

節感を、柔らかい口調でお話し

ノピー付近などを中心に規模を

いただきました。続いては恒富

縮小して行います。なお、2018

の絵のスライドショーにあわせ、

年からは例年どおり中庭広場を

いわみ芸術劇場

※年末・年始の休館日
平成29年12月28日
（木）
〜平成30年1月1日
（月）

（予定）
25日
（月）

すが、つい熱中してしまいます。

日没～ 22:00

ラストは全員で歌って踊って、

※ただし、
12月12日
（火）
の休館日を除く。

上映タイトルや上映時刻、
入場料などの最新情報は
グラントワHP等でご確認ください。

テレビや映画でしか見た事が

新春 1 月2日（火）からグラン

ない世界の知らない事だらけで

トワは全館開館しています。お

とても興味深かった。とても美

正月休みはみんなで、
企画展「エ

しく人間味あふれ、まさに別世

ドワード・ゴーリーの優雅な秘

界だった。

密」を観覧しよう！

（益田市・女性）

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

グラントワの前の通りに街頭フラッグ
はどれくらいの数があるの？

島根県芸術文化センター
「グラントワ」

2018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
を手に入れよう。※全国の提携美術館・主要文化施設で配布しています。

㎞の直線区間に、およそ100 本の街頭フラッグ

ご予約承ります

※会員割引対象外

一般（税込）

何が

4,000円
『ミュージアムショップ』
って

あるの?

皆様はミュージアムショップと聞いて、
どのようなイメージをお持ちですか？
私どもコンアモールでは お客様が笑顔になっていただけるようなもの を
モットーに、
ミュージアムショップならではの視点でセレクトした商品を取り
揃えています。
どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

※画像はイメージです。

忘・新年会

プ ラ ン

2時間飲み放題 + シェフおまかせ料理

5,000円

［期間］
2017年12月1日（金）〜2018年1月31日（水）まで
18:00〜21:00（21時30分に閉店いたします） お一人様
［時間］

※お料理は大皿でのご用意となります。※完全予約制です。※4名様から承ります。
※当日のキャンセル・人数変更等はご遠慮ください。※会員割引対象外

※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/

いわみ芸術劇場
ホール友の会

期間限定販売

3,000円

石見美術館
ミュージアムパスポート

小中高生（税込）

2,250円

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
3,000円

企画展に関連する書籍、オリジナルグッズなどを期間限定で販売いたし
ます。エドワード・ゴーリーの世界観にぜひ触れてみてください。

大学生（税込）

年会費（税込）

※有効期限は購入月の1年後の月末です。

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。

口座振替がお得です！
年会費から

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

http://www.grandtoit.jp

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。

一般（税込）

（税込）

e-mail: zaidan @ grandtoit.jp

島根県芸術文化
センター
共通カード

オードブル

4 ,320円

FAX： 0856 - 31-1884（代表）

工事にあわせて増えていく予定です。

Xmas
2人用

〒698-0022 益田市有明町5 -15
TEL： 0856 - 31-1860（代表）

が吊るされています。このフラッグは、通りの

クリスマスパーティーはポニイのオードブルで…

各日PM3:00からの
お渡し

第2・第 4火曜日／年末年始

［日時］
12 月1日
（金）
～

JR 益田駅の少し西側からグラントワまでの約 2

（税込）

※催しに合わせて休館日を変更する場合あり。

石見美術館 毎週火曜日／年末年始
※平成30年1月2日
（火）
は臨時開館します。

メイン会場にして実施予定です。

「2018イベントスケジュール」、2月下旬から配布予定！

（オードブル料金）

9:00〜22:00

翌平日休館）
■休館日（祝日の場合開館、

◎グラナリエ 2017

グラントワのイベントスケジュールはHPからもご覧いただけます。 http://www.grandtoit.jp/schedule/

（月）

いわみ芸術劇場

テージ。最後は観客も舞台にあ

「グラントワ」
では、
文化芸術をもっと身近に感じていただくために、ご
希望に応じて3つの会員制度を設けています。会員様には様々な特典
（提携店での優待サービスや会員割引など）
をご用意し、最新情報をご
提供。
ご入会のお申込みは、
「グラントワ」
総合カウンターで随時受付中
です。
ぜひお得な会員制度をご利用ください。

（水）

10:00〜18:30

（展示室への入場は閉館30分前まで）

グラントワへ遊びに行こう！

会員募集中!

20日 25日

石見美術館

■ 2018 年のお正月は

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!

2017年12月

■開館
（利用）
時間 ※グラントワは8:45から開館

大いに盛り上がりました。

グ

受け渡し期間

［T.Y］
でご覧ください。

芸妓さんによる唄と三味線のス
がって、お座敷で楽しまれてい

会場
いわみ芸術劇場 小ホール
［前売］1,000円／［当日］1,200円（友の会会員は各200円引）
入場料 一般：
子ども：500円 ※3歳〜小学6年生以下

界観が癖になるかも。是非会場

ラナリエ」
。2017 年のグラナリエ

する場所です。

るゲームに挑戦。単純な遊びで

いわみ芸術劇場ホール友の会・共通カード 会員限定

で、謎めいているゴーリーの世

毎年、たくさんのお客様にご

まずは若旦那から、敷居が高

※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

ラントワシアターはいわみ芸術劇場小ホールで月に1度オープ
ンする映画館です。
35mm映写機と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。

■エドワード・ゴーリーは冬に

宜しくお願い申し上げます。

谷川恵さんと、芸妓の多佳さん

（10月10日現在）

働いています。この号が発行さ

ご迷惑をおかけいたしますが、

文化を体験してもらおうと、大

多目的ギャラリー
月／日

今年の仕事の山場が一段落して
いるはず。非常にうらやましい

（株）
ビジネス・プラン
0856-23-6116
須子保育園
0856-23-1709

■この号 が出るころの自分は、

貼替工事のお知らせ
2017 年 11 月1日
（水）
から 2018

ハローダイヤル
（8:00〜22:00）
050-5542-8600

コメディ・クラウン・サーカス

記

年 3 月末
（予定）
までの約 5 ヶ月

島根県吹奏楽連盟益田支部
（中西中 田村） 0856-28-0510

催し物名

①13:30〜
3
（水）
②16:30〜

後

ミューシア vol.2

小ホール
月／日

集

● 提携美術館※の観覧料割引

※県内外25施設（2017年4月1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!

500円引き

初回
引き落とし
のみ

共通カード

初回のみ

友の会

初回のみ

一般 通常：4,000 円

一般 通常：2,000 円

パスポート

一般 通常：3,000 円

3,500円
1,500 円
初回のみ

2,500円

新規入会の方もOKです！！

