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次 回 特 別 展

ントチャン

奇跡のクラーク・コレクション
― ルノワールとフランス絵画の傑作 ―

Great French Paintings from the Clark

６月８日（土）～９月１日（日）

アメリカ屈指の印象

派コレクションを誇

るクラーク美術館か

ら、珠玉の19世紀フラ

ンス絵画の数 を々ご

紹介します。美術館の

創設者であるスターリ

ングとフランシーヌ・ク

ラーク夫妻がこよなく

愛したというルノワー

ル22点をはじめ、モネ

やドガ、シスレーら印

象派、コローやミレー

らバルビゾン派、そし

てアカデミスムの作

品全73点が一堂に会します。60点近くが日本

初公開という奇跡のような展覧会を、ぜひお楽

しみください！

いのちの色　美術に息づく植物 展
（２０１３年度 コレクション展Ⅰ）

３月９日（土）～６月２３日（日）

本展では、美術作品に表された「植物」に注

目し、さまざまな表現をご紹介します。風景

画の草木、静物画の花や果物。人物を大き

く描いた絵画でも、植物が画面の重要な位

置を占めるものがあります。また、彫刻のモ

チーフにもなっています。展示室をめぐりな

がら、花や果実の色、かたち、木もれびや風

が揺らす葉の音といった、自然の息づかい

を発見してください。

● ４月２７日（土）・２８日（日）
平成14年4月、HAT神戸に美術館が開館したのを記念して毎年「美
術館の日」として多彩なイベントをおこなっています。

「美術館の日」 イベントにお越しください！
今年も恒例の「美術館の日」イベントを開催します。グッズをゲットできる

「キーワードパズル」や、普段は気付かない美術館
の見どころをミュージアム・ボランティアが案内する

「七不思議ツアー」や「絵本の読み聞かせ」などの
ほか、美術館開館10周年記念として、開館以来の
展覧会を振り返る「ポスター・チラシでたどる10年
の歩み」のコーナーもあります。ご家族揃ってぜひ
お越しください。詳しくは、美術館に設置している
美術館の日イベントチラシをご覧ください。

申し込み・問い合わせ先：０７８－２６２－０９０８
　　 　　　　　　　　　  こどもプログラム係

超・大河原邦男展関連こどものイベント

その１「達人に学ぶ!!プラモデル教室」
● ５月６日（月・振休） １０：３０～１２：３０
★プラモデルを作ったことのないあなたや、作ったけれどいまいち？
だった君にぴったりなイベントです！

受付：往復はがきで受付。締め切りは４月20日（土）※当日消印有効

対象：小・中学生とその保護者　募集人数：３０名（参加者多数の場合は抽選）

参加費：１，０５０円（材料費、保険）　会場：アトリエ2
申し込み方法：往復はがきに ①参加希望人数 ②参加者全員の名前 ③こどもの学校名・学年 ④代表者の
名前・住所・電話番号 をご記入の上、「兵庫県立美術館　こどものイベント係」までお送りください。

※このイベントは株式会社ボークスの協力を得て開催します。

その２「ラジコン・ロボットで遊ぼう」
● ５月６日（月・振休） １１：００～１４：００
★ラジコンで動くレトロなロボットが大集合。ラジコンロボ博士と一緒に遊んでみよう！
イベント時間中はいつでも好きな時間に遊びに来てね。

対象：どなたでも　会場：アトリエ１　申し込み不要、参加無料（要展覧会チケット【半券可】）

関連イベント

１） ギャラリートーク

「美術館で植物散歩」
植物学者をゲストにお迎えします。
4月28日（日）高橋晃氏（兵庫県立人と自然の博物館）
6月15日（土）鈴木武氏（兵庫県立人と自然の博物館）
いずれも16：00～（約 30 分）　参加無料、要展覧会チケット

２） 当館学芸員によるギャラリートーク
3月23日（土）

6月8日（土）

いずれも16：00～（約 30 分）　参加無料、要展覧会チケット

３） こどものイベント
（詳しくはこどもプログラム欄をご覧ください）
5月19日（日）　13：30 ～15：30
受付開始日：4月20日（土）10：00 から電話にて受付
対象：小・中学生とその保護者
募集人数：30 名

４） ミュージアム・ボランティアによるガイドツアー
会期中の金・土・日曜　13：00 ～（約 45 分）　
エントランスに集合
※参加無料、内容により要展覧会チケット

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン

「最強のふたり」
● ４月１３日（土）
事故で全身麻痺となり車椅子
生活を送る大富豪フィリップは、
介護士面接にやってきて「不採用のサインをくれ」と切
り出した黒人青年ドリスに興味を持った。そこから始
まった異文化2人のセット生活。クラシックとソウル、高
級スーツとスウェット、文学的な話と下ネタ。２人の世界
は衝突し続けるが、やがて互いを受け入れ、とんでもな
くユーモアに富んだ最強の友情が生まれ始める。
＜脚本・監督＞　エリック・トレダノ、オリヴィエ・ナカシュ
＜出演＞　フランソワ・クリュゼ、オマール・シー ほか

（2011年フランス映画　116 分）ミュージアムホールにて
1回目10：30 ～／2回目13：00 ～／3 回目15：30 ～（各回入れ替え）
1人　1,000 円　芸術の館友の会会員　500 円

県美シネマクラシック 

「素晴らしき哉、人生！」
● ５月２４日（金）
自分の夢を追いながらも父の
急死で家業を継ぐことになったジョージ。田舎の小さ
な町でまじめに働き家庭にも恵まれたが、そんな彼に
不運な出来事が起こる。自殺を図ろうとした彼のところ
へ現れた天使は「生まれてこなければよかった」とい
う彼のため、特別に彼が生まれて来なかった場合の
世の中を見せる。彼がいかに素晴らしい人生を送って
きたかを理解させようと。
＜監督＞　フランク・キャプラ
＜出演＞　ジェームズ・スチュアート、ドナ・リード ほか

（1946 年アメリカ映画　130 分）ミュージアムホールにて
1回目10：30 ～／2回目13：30 ～（各回入れ替え）
1人　800 円　芸術の館友の会会員　500 円

コレクション展Ⅰ関連こどものイベント
● ５月１９日（日） １３：３０～１５：３０
★「いのちの色　美術に息づく植物」展（コレクション展Ⅰ）は、
美術館が持っているたくさんの宝ものの中から、植物の作品をたく
さん紹介するよ。どんな植物をみつけられるかな？

受付開始日：４月20日（土）（10:00から電話にて受付）
対象：小・中学生とその保護者　募集人数：３０名（先着順）
参加費：５００円程度（材料費、保険）

第３５回　國際書画関西展
● ４月３日（水）～７日（日）
ギャラリーにて
10:00 ～18:00　ただし７日は10:00 ～15:00
入場料：無料　主催：國際書画連盟

ピアノ発表会
● ４月７日（日）
アトリエ1にて　13:30 開演（13:00 開場）
入場料 : 無料　　主催：細川真弓

伝統を超え、 時代を創る
美術工芸の明日を担う 20 人展
● ４月１０日（水）～１４日（日）
ギャラリーにて　10:00 ～18:00　

井谷善惠氏講演会
● ４月１４日（日）
ミュージアムホールにて　14:00 ～15:00
入場料：無料　主催：株式会社セラ・ジャパン

documentary
神戸大学建築卒業展 '13
● ４月１９日（金）～２１日（日）
ギャラリーにて　10:30 ～18:00
ただし21日は10:30 ～15:00
入場料 : 無料
主催：神戸大学工学部建築学科 4 回有志

April　Concert
● ４月２１日（日）
アトリエ１にて　14:00 開演（13:30 開場）
入場料：2,500 円
主催：特定非営利活動法人リズムの森

第 8 回 現代仏教美術会展
● ４月２６日（金）～２９日（月･ 祝）
ギャラリーにて　10:00 ～18:00
ただし29日は10:00 ～15:00
入場料 : 無料
主催：特定非営利活動法人関西仏教美術会

子供達へ伝える仕掛け絵本アルバム
谷居里美メモリアルアートワークショップ
● ５月５日（日･ 祝）

アトリエ2にて
1回目10:30 ～13:00／2回目14:00 ～16:30
入場料：5,000 円
主催：クラフトスクール Studio Cue

ソプラノリサイタル
● ５月１２日（日）
アトリエ1にて　14:00 開演（13:30 開場）
入場料 :2,000 円　　主催：細川真弓

G・ヴィニッシュホーファー （ヴァイオリン）
　　　＆ 金子浩三 （ピアノ）　　リサイタル
● ５月１７日（金）
アトリエ1にて　16:30 開演（16:00 開場）
入場料：3,000 円　主催：金子浩三

七不思議ツアー
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