
第 11 回   KEN-Vi 文化セミナー

ミュージアムロード  アート・ワークショップ

向井修二  シンボル・エクスプロージョン（仮称）

各主催者によるイベント

シネマサロン

舞台芸術

■ ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン

１０月１１日（土）
「クロワッサンで朝食を」

初めてパリにやって来た家政
婦アンヌと、裕福で孤独な老
婦人フリーダ。住む世界の全く違う二人が出会い、反
発しながら、互いの心の奥に灯をともす。85歳のジャ
ンヌ・モローが圧巻の演技で魅了します。（2012年）

＜監督＞イルマル・ラーグ
＜出演＞ジャンヌ・モロー、ライネ・マギ、パトリック・ピノー

ミュージアムホールにて
①10:30　②13:00　③15:00（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　～西部劇特集～

１１月２１日（金）
「真昼の決闘」　10:30～
グレース・ケリーを一躍スターダムに押し上げた傑
作。結婚式から決闘までを現実の1時間20分とほぼ
一致させ、西部劇にかつてないスリルとサスペンス
を生み出しました。（1952年）

＜監督＞フレッド・ジンネマン
＜出演＞ゲーリー・クーパー、グレース・ケリー

「シェーン」　13:30～
Ａ・ラッドが一世一代の快演を見
せ、「シェーン、カムバーック!」の
ラストシーンとともにファンに永遠
に記憶される西部劇の代表作。（1953年）

＜監督＞ジョージ・スティーブンス
＜出演＞アラン・ラッド、ジーン・アーサー

ミュージアムホールにて　
１作品800円　「芸術の館友の会」会員500円
2回券1,200円（2回券は当日10:30まで販売）

■ 落語の会

１０月１３日（月・祝）
県美亭ワンコイン寄席

～義太夫命♡浄瑠璃万歳！　

　－大きな声を張り上げてストレス解消だ！！～

＜口演演目＞  露の吉次「寝床」　桂蝶六「豊竹屋」

＜吉次のひと言＞ ある大家の旦那が義太夫に凝りま
した。しかし、その悪声たるや想像を絶する恐ろしさと
か（寝床）。その大家の旦那をも超える男。見るもの聞
くもの何でも節をつけて語り出すMr．義太夫登場（豊
竹屋）－さて連続ドタバタ義太夫伝の始まり始まり！
◎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）◎桂蝶六（かつら・ちょうろ
く。豊中市出身。昭和57年二代目桂春蝶に入門）

レクチャールームにて  14:00～  500円（当日13:00から販売）

■ 木梨憲武展×20years  
INSPIRATION ― 瞬間の好奇心

１０月８日（水）～１１月９日（日）
ギャラリーにて　10:00～18:00
※特別展開催中（10月15日～11月9日）の金・土曜日は20:00まで

入場料：前売券/一般・大学生 1,100円　中・高生 500円
当日券/一般・大学生 1,300円　中・高生 700円

※20名以上の団体の方は当日、前売料金で入場できます。
※小学生以下無料
※障がい者手帳をお持ちの方は無料、介護者は有料
※前売券販売は10月7日（火）まで

主催：産経新聞社、関西テレビ放送
問合せ先：産経新聞社　TEL06-6633-9254

■ 第８回 予防医学セミナー

１１月１日（土）
ミュージアムホールにて　13:30～（13:00開場）
入場料：無料　主催：（公財）先端医療振興財団
問合わせ先：078-304-6227

■ 第５回 ２１世紀関西女性絵画展

１１月１２日（水）～２０日（木）
ギャラリーにて　10:00～17:00（20日は16:00まで）
入場料：無料　主催：２１世紀関西女性美術家連盟
問合せ先：078-997-6511（森下方  久米）

■ 第３８回兵庫県高等学校総合文化祭
美術・工芸部門展

１１月２２日（土）～２３日（日・祝）
ギャラリーにて
22日 10:00～17:00　23日 10:00～15:30
入場料：無料　主催：兵庫県、兵庫県教育委員会
問合せ先：北須磨高等学校　078-792-7661（藤崎）

■ カラントトロワVol.1
オペラ 「コジ・ファン・トゥッテ～ハイライト上演～」

１１月２４日（月・振休）
アトリエ１にて　14:30開演（14:00開場）
入場料：前売券 2,000円　当日券 2,500円
主催：カラントトロワ
問合せ先：090-3702-1848（清水）

quavante-trois@hotmail.com

■ おやつの時間のアラスカフォトライブショー 8th
１１月２４日（月・振休）
ミュージアムホールにて　13:00～18:00
入場料：前売券 2,000円　当日券 2,800円
※中学生以下の子ども、70歳以上の方、障がい者手帳を
お持ちの方は無料

主催：ＮＰO法人オーガニック・ライフ・コラボレーション
問合せ先：078-451-2898　info@olc-net.com

■ 第13回障がい者公募作品展
ハートでアートこうべ２０１４

１１月２７日（木）～３０日（日）
ギャラリーにて　10:00～17:00（30日は10:00～15:30）
入場料：無料　主催：ハートでアートこうべ実行委員会
問合せ先：神戸市中央区社会福祉協議会

078-232-4411（内線333）

■ 竹中大工道具館３０周年記念巡回展
「日中韓棟梁の技と心」展　記念講演会
「日中韓の棟梁　技を語る」

１１月２９日（土）
ミュージアムホールにて　11:00～17:30
入場料：無料 　主催：（公財）竹中大工道具館
問合せ先：078-242-0216

■ 美術館の調べ

１１月１５日（土）
内藤菜穂子 ピアノリサイタル
＜演奏曲目＞ ショパン「エチュードOp.10-4」／
ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番『熱情』」／
ブラームス「パガニーニの主題による変奏曲 第1集」ほか

＜出演者のひと言＞ 様 な々時代の作曲家たちの作品
をお届けします。皆さまにお楽しみいただけるよう心
を込めて演奏します。◎内藤菜穂子（ピアノ。神戸
女学院大音楽学部4回生。兵庫県高等学校独唱独
奏コンクール金賞）

ホワイエにて　14:00～　無料

■ 美術館の調べ

１１月２２日（土）
三瀬直子・諸田大輔
フルートデュオリサイタル
＜演奏曲目＞ バッハ「トリ
オ・ソナタ ト短調」／ドップラー「アンダンテとロンド」ほか

＜出演者のひと言＞ 楽器が二本そろえば世界がぐっと
広がります。一本では味わえないハーモニー、巧妙な掛
け合いをお楽しみに！◎三瀬直子（フルート。東京藝術
大卒業、同大学院修了。ハノーバー音楽大卒業。県立
西宮高校音楽科講師）◎諸田大輔 （フルート。東京
藝術大卒業、同大学院博士（音楽）。ドレスデン音楽
大大学院修了。岡山大学准教授）◎中島尚子（ピアノ。
くらしき作陽大学モスクワ音楽院コース卒業。くらしき
作陽大学、山陽女子高校講師）

アトリエにて　14:00～　無料

■ 美術館の調べ

１１月２３日（日・祝）
井上晴美 ソプラノリサイタル
～愛の歌～
＜演奏曲目＞ ヘンデル「恋の矢はな
つ瞳よ 君を讃えん」／マルチェッロ「私を燃え立たせる あの
炎」／ロッシーニ「『セヴィリアの理髪師』より『今の歌声』」ほか

＜出演者のひと言＞ 喜び、憧れ、悲しみ、苦しみ、様々
な愛をドラマチックに表現できればと思います。じっくり
とお聞きください。◎井上晴美（ソプラノ。桐朋学園大
卒業、同研究科修了。イタリア、イギリスで研鑽。イタリ
アのベルカントだけでなく、英語の古典、歌曲、オペラ
なども得意とする）◎片桐えみ（ピアノ。大阪音楽大卒
業。ティボリ国際オペラアカデミー・マスタークラス・オペ
ラ伴奏科修了。イタリア声楽協会ピアニスト）

アトリエにて　14:00～　無料

■ 美術館の調べ

１１月２９日（土）
亀山 薫  ピアノリサイタル
＜演奏曲目＞ モーツァルト「ピアノソナタ第8番
イ短調」／メンデルスゾーン＝リスト「歌の翼」ほか

＜出演者のひと言＞ 音の持つ美しさ、躍動を皆さまの
もとに届けられれば幸いです。◎亀山薫（ピアノ。ス
イス国立チューリッヒ芸術大大学院を最優秀で修了。
各地でのコンサートのほかテレビ番組等の映像翻訳、
海外での通訳も行っている）

エントランスホールにて　14:00～　無料

©TS Productions – Amrion Oϋ
　 – La Parti Production – 2012

１１月３日（月・祝）「国際的芸術家としてのロダン」

パリ・国立ロダン美術館館長カトリーヌ・シュヴィヨ氏に、
国際的芸術家としてのロダンについて、多角的な視点
からご講演いただきます。

講師：カトリーヌ・シュヴィヨ氏 （パリ・国立ロダン美術館館長）

ミュージアムホールにて　14:00～16:00（予定）
申込不要　聴講無料（定員250名）

１１月３日（月・祝）
ミュージアムロードのシンボルオブジェ「PEASE 
CRACKER」の作者である現代アート作家の椿昇
さんを講師に、地元の中学生を対象としたアート・
ワークショップを実施。

講師：椿 昇  （作家・京都造形芸術大学教授）、

家成俊勝 （建築家・京都造形芸術大学准教授）

アトリエ2にて　10:00～16:00（予定）

１１月９日（日）
記号群によるインスタレーションを手がけ、世界的に
注目される作家 向井修二氏が、当館円形劇場を記
号アートで埋めつくします。

円形劇場にて　10:00～16:00

■ 落語の会

１１月２日（日）
県美亭ワンコイン寄席　～♡フカもプリンも恋をする？～

＜口演演目＞  露の吉次「兵庫船」
桂小春團治「冷蔵庫哀詩」

＜吉次のひと言＞ 兵庫の鍛冶屋町の浜か
ら大阪まで船で帰るつもりが…。８月の台風
で海上大荒れとなってアウト。今度こそフ
カが魅を入れたのは一体誰？（兵庫船）。こちらもお待
たせ冷蔵庫内の恋。プリンとアイスの恋物語の結末
やいかに…（冷蔵庫哀詩）。
◎桂小春團治（かつら・こはるだんじ。大阪市出身。
昭和52年、桂春団治に入門。平成11年、三代目小春
團治襲名。平成19年文化庁芸術祭優秀賞）

レクチャールームにて  14:00～  500円（当日13:00から販売）

10月19日（日）、29日（水）、11月5日（水）、24日（月・振休）
詳しくは、「NPO法人子育ち家族サポートふるーる」
要予約・有料　kako-o-kako@m6.gyao.ne.jp
TEL 090-3948-3719／FAX 078-755-0973
http://www.artm.pref.hyogo.jp/hoiku/index.html

お子さまを預けてゆっくり美術鑑賞はいかがですか？
当館内にて一時保育を実施!!

桂蝶六露の吉次

桂小春團治

内藤菜穂子

諸田大輔三瀬直子 中島尚子

亀山 薫

片桐えみ井上晴美


