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シネマサロン

舞台芸術

■ ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン

２月１４日（土）
「パガニーニ　愛と狂気の
ヴァイオリニスト」

“悪魔のヴァイオリニスト”と呼
ばれた伝説の音楽家ニコロ・
パガニーニ。そのスキャンダラス
な生涯の真実とは？ロックとのクロスオーバーに挑むな
ど音楽界の革命児といわれるヴァイオリニスト、デイヴィッ
ド・ギャレットがストラディヴァリウスで奏でる本格的音楽
映画。（2013年）

＜監督＞バーナード・ローズ
＜主演・製作総指揮・音楽＞デイヴィッド・ギャレット

ミュージアムホールにて
①10:30　 ②13:30　 ③16:00（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

３月２０日（金）
「或る夜の出来事」
“It Happened One Night”
アカデミー賞主要５部門受賞の古典的恋愛コメディの
傑作。大銀行家の一人娘と彼女の奔放な行動を記
事にしてひと儲けをたくらむ失業中の新聞記者。長距
離バスの道中記をユーモアたっぷりに描き、ゲーブル
とコルベールを一躍スターダムに押し上げた。（1934年）

＜監督＞フランク・キャプラ
＜出演＞クラーク・ゲーブル、クローデット・コルベール

ミュージアムホールにて
①10:30　 ②13:00　 ③15:30（各回入れ替え）
１人800円　「芸術の館友の会」会員500円
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2月11日（水・祝）、2月25日（水）、3月22日（日）、3月29日（日）
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!!

■ カオス2015神戸芸術工科大学卒展

２月６日（金）～８日（日）
ギャラリー棟にて　10:00～17:30
入場料：無料　主催：神戸芸術工科大学 
問合せ先：078-794-5025（教務課）

■ 第37回國際書画関西展

２月１２日（木）～１５日（日）
ギャラリーにて　10:00～18:00（15日は15:00まで）
入場料：無料　主催：國際書画連盟
問合せ先：03-6459-0612

■ 神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学校
卒業進級制作展2015

２月２０日（金）～２２日（日）
ギャラリーにて　10:00～18:00（22日は15:00まで）
入場料：無料  主催：神戸スポーツアートＣｏｃｏｒｏ専門学校
問合せ先：078-857-3005

■ 森林動物研究センターシンポジウム

「野生動物の保全と管理
　　－新たな段階へ向けて－」

２月２１日（土）
ミュージアムホールにて　13:30～16:30（12:30開場）
入場料：無料（要事前申込）　
主催：兵庫県森林動物研究センター
問合せ先：0795-80-5500

■ 宝塚大学造形芸術学部
卒業制作展・修了制作展2015

２月２７日（金）～３月１日（日）
ギャラリー棟にて　10:00～18:00　入場料：無料
主催：宝塚大学　問合せ先：072-756-1231

■ 平成26年度
防災力強化県民運動ポスターコンクール・
震災子どもメッセージ作文コンクール
受賞作品展

３月１２日（木）～２２日（日）
ホワイエにて　10:00～18:00
主催：ひょうご安全の日推進県民会議
ＵＲＬ：http://19950117hyogo.jp/
問合せ先：078-362-9832

■ 関西フランコフォニー・フェスティバル in 神戸 2015
３月２１日（土・祝）
ミュージアムホールにて　13:00開演（12:30開場）
入場料：無料　
主催：関西フランコフォニーフェスティバルin Kobe 
　　  実行委員会
問合せ先：078-271-9464

■ SHINKO ABE SOPRANO RECITAL
～ 愛に彷徨う女たち ～

３月２９日（日）
アトリエ１にて　14:00～16:00（13:30開場）
入場料：2,000円　主催：阿部真子
問合せ先：078-451-2880

■ 落語の会

３月１日（日）
県美亭ワンコイン寄席
～春爛漫！♪梅は咲いたか　

　　　　　　桜はまだかいな♪～

＜口演演目＞  露の吉次「新西遊記」　笑福亭岐代松
「船徳」

＜吉次のひと言＞ 中国の古典「西遊記」。金角、銀
角の巻に現代感覚を盛り込んで落語に組み立て
た吉次版「新西遊記」。若旦那ものの名作「船徳」。
落語の世界では、家業に励み親に孝行という若旦
那は皆無です。徳さんなる若旦那が勘当の末、船
宿に居候するから「船徳」。
◎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）◎笑福亭岐代松（しょうふくて
い・きよまつ。門真市出身。昭和57年六代目笑福亭
松鶴に入門）

レクチャールームにて　14:00～
500円（当日13:00から販売）

首席卒業し来日。1996年9月に東芝EMIよりデビュ－。
これまでにアルバム10枚をリリース）

アトリエにて　15:00～　3,000円（当日3,500円）

■ 美術館の調べ

２月２８日（土）
植田加奈子 ソプラノリサイタル
～古典から近現代まで～

＜演奏曲目＞ モーツァルト「エクス
ルターテ・ユビラーテ（踊れ、喜べ、幸いなる魂よ）」／
木下牧子「歌曲集『花のかず』より」ほか

＜出演者のひと言＞ ヨーロッパ・日本・アメリカの曲など
盛り沢山のプログラムでお届けします。◎植田加奈子（ソ
プラノ。大阪音楽大大学院オペラ研究室修了）◎宅見
優里（ピアノ。大阪音楽大音楽専攻科修了）

エントランスホールにて　14:00～　無料

■ 美術館の調べ

３月７日（土）
ヴァイオリンソナタの極み
＜演奏曲目＞ J.S.バッハ「無伴奏
ヴァイオリンのためのパルティータ
第2番」／フランク「ヴァイオリンソナタ」

＜出演者のひと言＞ 数あるヴァイオリンの名曲より選りす
ぐりのヴァイオリンソナタを無伴奏とピアノとの共演でお
楽しみ下さい。◎谷本華子（ヴァイオリン。桐朋学園大学、
ブランドン大学で学ぶ。シェーンヴァイオリンコンクール
第1位）◎塩見 亮（ピアノ。東京藝術大、マンハイム音
楽大卒業。第24回京都芸術祭知事賞。平成24年度
大津市文化奨励賞）

アトリエにて　14:00～　無料

■ 美術館の調べ

３月１４日（土）
眞田彩 ヴァイオリンリサイタル
～祈り　ＳＡＫＵＲＡ～

＜演奏曲目＞ サラサーテ「チゴイ
ネルワイゼン」／ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ第5
番『春』」ほか

＜出演者のひと言＞ ホワイト・デーに奏でられる名器ハ
ンニバル・ファニョーラ1903の音色をお楽しみください。
◎眞田彩（ヴァイオリン。英国王立音楽院ヴァイオリン
科首席卒業。ザルツブルクフェスティバルほか欧州で
演奏活動。三田・郷の音ホールレジデンシャルアーチ
スト）◎深井千聡（ピアノ。京都市立芸術大卒業、同
大学院修了。ザルツブルク・モーツァルテウム音楽大
大学院修了）

アトリエにて　14:00～　無料

■ 美術館の調べ

３月２１日（土・祝）
松尾紗里  ピアノリサイタル
＜演奏曲目＞ ショパン「ピアノソナタ第3番 
ロ短調」／クライスラー作曲ラフマニノフ編
曲「愛の悲しみ」ほか

＜出演者のひと言＞ 2014年にフランス留学を終えて、
地元神戸に帰ってきました。久々 の出演、大変嬉しく思
います。◎松尾紗里(まつお すずり・ピアノ。京都市立
芸術大大学院修了。Claude Bonneton国際ピアノコ
ンクール(仏)第2位及び聴衆賞）

アトリエにて　14:00～　無料

 四季シリーズコンサート ＜ファイナル＞

３月２２日（日）
作曲家・下村正彦と歌仲間たち
＜演奏曲目＞ 「アネモネ」「おきてがみ」ほか

＜出演者＞ 歌＝安藝榮子、秋山文代、阿部英一郎、
猪澤文人、上平憲子、神下真由美、佐々木倫子、
田中子、水澤節子、皆木信治、麥倉直子、八代緑、
山本典子　ピアノ＝幸野紀子、前田多津子

＜作曲家のひと言＞ 個人の歌曲のみでの初めての演
奏会です。歌仲間たちの協力のお陰です。欲張って
沢山の曲を聞いていただきたくて…！ ◎下村正彦（作
曲。東京藝術大卒業。神戸山手短期大学名誉教授。
神戸市文化活動功労賞、半どん文化賞、兵庫県とも
しびの賞受賞）

アトリエにて　14:00～　全席自由　3,000円

■ 美術館の調べ

３月２８日（土）
戸川晃子 ピアノトリオスペシャル
＜演奏曲目＞ ドビュッシー「ピアノトリオ」／
ファラン「トリオOp.45」ほか

＜出演者のひと言＞ フランスの作品を中心
に優雅な春をお届けします。◎戸川晃子

（ピアノ。京都市立芸術大、ドイツ国立ワイ
マール“フランツ・リスト”音楽大大学院卒業。
モーツァルト音楽祭等に出演。神戸常盤大
学助教）◎上野博昭（フルート。名古屋芸
術大卒業。大阪フィルハーモニー交響楽団
フルートトップ奏者。第17回日本木管コンクー
ルフルート部門第2位）◎石田聖子（チェロ。
東京藝術大、ベルリンハンスアイスラー音
楽大卒業。プレンツラー室内合奏団首席
奏者として各国で演奏活動。大阪フィルハーモニー交
響楽団団員）

アトリエにて　14:00～　無料

■ Site Specific Dance Performance #4
３月２９日（日）
前衛集団「具体美術協会」の元メン
バーで美術家の向井修二氏による記
号アートで埋め尽くされた円形劇場と
館内ホールを舞台にトークとギター演奏
を含めたパフォーマンスをお送りします。

＜出演＞関 典子、サイトウマコト、岡

元ひかる、今津雅晴、長谷川寧、原
大介（ギター）、乗越たかお（トーク）◎関 典子（監修・
出演。舞踊家・振付家・神戸大学講師）

円形劇場、ミュージアムホールにて　14:00～　無料

笑福亭岐代松露の吉次

松尾紗里

宅見優里植田加奈子

塩見 亮谷本華子

深井千聡眞田  彩

下村正彦

戸川晃子

上野博昭

石田聖子

関 典子
（撮影：池上直哉）


