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ミュージアムコンサート

舞台芸術

イベント
エントランスホールでのコンサートや名画上映会をは

じめ、館内のさまざまな空間を使って有料、無料の

イベントを多彩に展開します。

■ 美術館の調べ

８月３日（土）
塚本芙美香 ピアノリサイタル
＜演奏曲目＞ ドビュッシー「映像第1集 1、水
の反映  2、ラモーを讃えて  3、運動」／ラヴェ

ル「『夜のガスパール』より『オンディーヌ』」／シューマン

＝リスト「献呈」／シューマン「ピアノソナタ第3番へ短調」

＜出演者のひと言＞ 美術館に響きわたるような美し

い演奏をお届けしたいです。心を込めて演奏いたし

ます。◎塚本芙美香（ピアノ。東京藝術大3年在学。

兵庫県高校独唱独奏コンクール最優秀賞。ジュラ

キシュ国際ピアノコンクールで1位なしの2位）

アトリエ１にて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ

８月１０日（土）
釈迦郡洋介 ピアノリサイタル 
＜演奏曲目＞ ブラームス「２つのラプソ

ディー作品79」／リスト「ハンガリー狂詩曲

第７番ニ短調 S/G244,R106」ほか

＜出演者のひと言＞ “アトリエ”は芸術家が作品を

生み出す作業場です。「音」はカタチのない芸術で

すが、丁寧な作業を積み重ね、皆様の心に残るよう

な良い時間にしたいと思います。◎釈迦郡洋介（ピア

ノ。桐朋学園大卒、同大研究科修了。ハンガリー国

立リスト音楽院修了。相愛大、神戸女学院大、神戸

山手女子高校音楽科各非常勤講師）

アトリエ１にて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ

８月１７日（土）
砂田麗央＆大森花
ジョイントコンサート
＜演奏曲目＞ アーン「クロリス

に」／ドヴォルザーク「鷹の翼は」／木下牧子

「さびしいカシの木」／武満徹「小さな空」ほか

＜出演者のひと言＞ 歌い手としてまだ駆

け出しの2人です。暑い夏の午後に爽やかな

演奏をお楽しみください。◎砂田麗央（バリ

トン）・大森花（ソプラノ）＝ともに県立西宮高校音楽科

を経て京都市立芸術大卒。現在、同大学院1回生。4
回生オペラ「コジ・ファン・トゥッテ」や兵庫県民会館ロ

ビーコンサートなどで共演 ◎志賀俊亮（ピアノ。京都市

立芸術大2回生。第8回ショパン国際ピアノコンクールin 
ASIAアジア大会銅賞。第55回朝日推薦演奏会出演）

アトリエ１にて　14:00 ～　無料

 四季シリーズコンサート ＜夏＞

８月１８日（日）
八代緑＆村上郁子
ジョイント ・コンサート
～歌とマリンバの調べ～

＜演奏曲目＞ 中島はる

「白い曼珠沙華」／山内

忠「コティル」／武満徹

「翼」／下村正彦「ぼこぼ

こ」／久石譲「Stand Alone」ほか

＜出演者のひと言＞ 歌とマリンバ、それぞれの思

いを込めたソロ演奏と、この日のためにアレンジし

た曲をアンサンブルでお楽しみ頂きます。◎八代緑

（ソプラノ。武蔵野音楽大卒。2003年及び2009年
リサイタル開催。2012年ジョイントコンサート。神戸

波の会会員） ◎村上郁子（マリンバ。武蔵野音楽大

卒、大学院修了。NHKフレッシュコンサート出演。

マリンバフェスティバル、ジョイントコンサート等出

演。日本木琴協会、神戸音楽家協会会員）◎池

田まり子（フルート。国立音楽大卒）◎岩坪雅子

（ピアノ。国立音楽大卒）◎矢内直子（ピアノ。武蔵

野音楽大卒）

アトリエ１にて　14:00 ～　

一般2,000円　高校生以下1,000円

■ 美術館の調べ

８月２３日（金）
薮田潮美 ソプラノコンサート
＜演奏曲目＞ プッチーニ「歌劇『トスカ』よ

り『歌に生き、恋に生き』」／瀧廉太郎「組歌

『四季』より『納涼』」ほか

＜出演者のひと言＞ クラシック音楽に馴

染みがない方にも楽しんで頂けるように、

オペラアリアとともに日本の歌もお届けし

ます。◎薮田潮美（ソプラノ。同志社女子

大卒。武蔵野音楽大大学院修了）◎船橋茉莉子

（同志社女子大卒。同大音楽学会《頌啓会》特別

専修生修了。ソロをはじめ伴奏等で幅広く活動）

アトリエ１にて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ

８月３１日（土）
レクチャーコンサート
ロマンティック・サマー ・コンサート
～ファゴットとピアノによる～

＜演奏曲目＞ バッハ「G線上のアリア」／

ヴィヴァルディ「ファゴットのためのソナタ」／

ラフマニノフ「ヴォカリーズ」ほか

＜出演者のひと言＞ 皆様に親しんでいた

だけるロマンティックな名曲を集めました。

柔らかく、優しい音色のファゴットの魅力を味わって

いただけると幸いです。◎倉永晴美（ファゴット。相

愛大卒。ウイーン市立音楽院を最優秀の成績で卒

業。オーストリアのアッターゼー音楽祭、ザルツブル

グ音楽祭に出演。帰国後、オーケストラやアンサ

ンブルの演奏活動を続ける）◎加藤あや子（ピアノ。

相愛大卒。デュッセルドルフ国立音楽大大学院修了。

大阪教育大准教授）

アトリエ１にて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ

９月７日（土）
城綾乃 中村圭介
デュオコンサート
＜演奏曲目＞ ビゼー「『子供の遊

び』より『こま』『ギャロップ』」ほか

＜出演者のひと言＞ 兵庫県立西宮高校音楽科の

同級生でありピアニストとして活動を続ける私たちの

アンサンブルを楽しんでください！ ◎城綾乃（ピアノ。

東京藝術大卒。同大非常勤講師。第7回ショパン

国際コンクールin Asia1位） ◎中村圭介（ピアノ。京

都市立芸術大卒。ドイツ国立ハノーファー音楽演劇

大芸術家養成課程卒）

アトリエ１にて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ

９月１４日（土）
大渕雅子 Summer Concert
～ピアノ名曲集～

＜演奏曲目＞ ショパン「子犬のワルツ」／

ベートーヴェン「ピアノソナタ第14番『月光』」／

シューベルト「即興曲Op.90」より

＜出演者のひと言＞ 土曜日の昼下がり、愛され続

けている名曲の数々 をお届けいたします。お気軽に

お立ち寄りいただけましたら幸いです。◎大渕雅子

（ピアノ。京都市立芸術大卒、同大学院修了。ドイ

ツ国立シュトゥットガルト音楽大卒業後、同大学講

師を務めた。1990年モーツァルト室内管弦楽団と

共演。帰国後、関西を中心に活動、2012年には

大阪・いずみホールにて日本演奏連盟主催リサイ

タルを開催）

ホワイエにて　14:00 ～　無料

■ 世界の音楽

９月２０日（金）
美術館で歌おう
～懐かしき街角音楽～
＜演奏曲目＞ 銀座カン

カン娘／ジャパニーズ・ルンバ／胸の振り子／草原情

歌／ケ・セラセラ／村祭り ほか

＜出演者のひと言＞ 温故創新─あのころ、あのとき、

セピア色の思い出の曲の数々 をtrio Ding（トリオ・ディ

ング）がお洒落にお届けします。皆さまも一緒に口ず

さんでくださいね。◎trio Ding（鼎）＝2006年、歌手

の李浩麗と「なにわジャズ大賞」受賞（08年）のピア

ニスト生田さち子のデュオとしてスタート。07年よりパー

カッショニストの池田安友子が加わる。「懐かしき街

角音楽」シリーズで、古きよき時代の様 な々国の曲

を生田が編曲し、ライブやコンサートを行っている。

ホワイエにて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ

９月２１日（土）
イントロデューシング 谷口知巳
～トロンボーンとジャズ～

＜演奏曲目＞ Stella By Starlight（星影の

ステラ）／Body & Soul（身も心も）ほか

＜出演者のひと言＞ 空間を駆け巡るイン

プロビゼーション。立体的・空間をミタス

音。3人のインタープレイに身をユダネテク

ダサイ。◎谷口知巳（トロンボーン。バーク

リー音楽院卒後、ボストン、ニューヨーク

などで著名バンドに参加。スイングジャー

ナル人気投票ランクイン）◎杉原俊（ギ

ター。関西実力NO.1のギターリスト。2000
年Dave Liebman主催のInternational 
Association of School Jazzスイス大会参加）◎芝

田奨（ベース。最も多忙なベーシストの一人）

ホワイエにて　14:00 ～　無料

■ 世界の音楽

９月２８日（土）
レクチャーコンサート
井山明典 ブギウギピアノコンサート
＜演奏曲目＞ エンタティナー／ルートビアラ

グ／ドロシー／マルディグラ イン ニューオリンズ／モジョ

ワーキング／浜辺の歌／ドント ジャスト ノウ イット／ホン

キートンク／スワニーリバー／スィングロウ スイートチェリ

オット ほか

＜出演者のひと言＞ ブギウギはアメリカで生まれた

ダンスミュージック。楽しくてどこまでも陽気なリズム

をぜひご体験下さい。◎井山明典（ピアノ。1964年
生まれ、日本では数少ないブギウギピアニスト。関

西を中心に幅広く活動）

ホワイエにて　14:00 ～　無料

■ 落語の会

９月１５日（日）
県美亭ワンコイン寄席
～人間だもの

みんなちがって みんないい！？～

＜口演演目＞  露の吉次「ちりとてちん」　桂勢朝「永

田町商店街 懐メロ歌合戦」

＜吉次のひと言＞ 世の中には色んな性格の人がい

てます。あなたがそこにいるだけでその場の空気が

明るくなるという結構な性格もあれば、自分だけが

物知りてな顔をして人をけなすのにかかってる嫌な

性格もあります（ちりとてちん）。永田町商店街の花

屋さんに散髪屋さん、食堂にも色んな人がおられ

るようです。偉そうにしてる人、頼りない人、目立つ

人、まさしく多士済々 （永田町商店街 懐メロ歌合戦）。

◎露の吉次（つゆの・きちじ。尼崎市出身。昭和62
年、露の五郎兵衛に入門）◎桂勢朝（かつら・せい

ちょう。伊勢市出身。昭和54年、桂米朝に入門）

レクチャールームにて　14:00～　

500円 （当日13:00から販売）


