展覧会
県 美 プ レ ミアム Ⅱ

港都ＫＯＢＥ芸術祭連携事業

７月８日（土）～１０月１５日（日）

な美術品や文化資料等、
※関連イベント情報は、主
催者のウェブサイトをご覧
ください。

http://www.ktv.jp/event/bhutan

当館夏の恒例で
ある本展覧会で
は、漆を素材と
して身体を表現
する青木千絵の
作品をご紹介し
ます。日常の暮ら
しに身近な素材
青木千絵 《BODY 10-1》 2010 年
とかたちを視覚
からだけでなく、触覚をつかって鑑賞する展覧会です。

■ 世界の音楽
©KENSAKU SEKI

主催：関西テレビ放送、東映、神戸新聞社
問合せ先：ハローダイヤル 050-5542-8600
（3/1 ～ 9/4 の全日 8:00 ～ 22:00）

小企画

美術の中のかたち ― 手で見る造形
青木千絵展 漆黒の身体

ミュージアムコンサ ー ト

138点を展示致します。

4 4 4

「パーツに注目！ブロンズ粘土でつくるからだ」
9 月 2日（土）
※詳しい情報は巻末の
「こどものイベント」欄をご覧ください。
■アーティスト・トーク

講師：青木千絵（出展作家）
9 月 3 日（日）13:30 ～（約 60 分）
レクチャールームにて（定員 100 名） 聴講無料
友の会会員優先座席あり

特集

みなと物語 新収蔵品を交えて

渡辺聡《Museo Dali》2008 年
ふなみち

「みなと」には、船着き場や、船路、水の出入り口、
人や物の集まるところ、行き着いてとどまるところ
といった意味があります。これらの語意を手がかり
に、当館の多彩なコレクションをお楽しみください。
関連イベント
■
「夏休みスペシャル」

8月5日（土）
・6日（日）
※詳しい情報は巻末の
「こどものイベント」欄をご覧ください。
■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・日曜日 13:00 ～（約 45 分）
エントランスに集合（定員なし） 要観覧券

共 催 展
日本・ブータン外交関係樹立30周年

濱嵜繁一 藤浦佐知子

７月２９日（土）～８月１９日（土）
休館日：月曜日 10：00～18：00（入場は17：30まで）
※最終日は14：00で閉展します。

会場：原田の森ギャラリー 本館2階大展示室
※会場へのアクセス方法は、巻末の地図を参照ください。

入場無料
兵庫県内の芸術振興に寄与することを目的に、1962年
から開催されてきた公募展です。今年も絵画、彫刻・
立体、工芸、書、写真、デザインの6部門を設けていま
す。県内から寄せられた力作の数々をぜひご覧ください。

東日本大震災復興支援

未来絵プロジェクト巡回展
～絵のちから～
９月１６日（土）～１１月５日（日）
10：00～17：00 （入場は16：30まで）
料金：一般1,000（800）円、大学生700（500）円、
70歳以上500円、高校生以下無料
＊ （ ）内は特別割引料金及び20人以上の団体料金
＊ 障がいのある方は各当日料金の半額（70歳以上のぞく）、介護者
１名は無料

東日本大震災の記憶を
次世代へのメッセージと
して「人命の尊さという
思いをアートで歴史に遺
す」べく、ビートたけし、
ダグ・ウェブ、婁正綱に 「未来へ」
（ 2014） © ダグ・ウェブ
よる被災地復興をテーマ
にした作品を展示。震災を「風化させない」
、チャ
リティー巡回展として開催。
主催：神戸新聞社、未来絵 PROJECT 実行委員会
問合せ先：ハローダイヤル 050-5542-8600
（7/15 ～ 11/6 の全日 8:00 ～ 22:00）

イベント
県立美術館 15 周年記念著名人連続講演会③

９月６日（水） 15:00 ～ （約90分）
桂南光 （落語家） ×蓑豊 （当館館長）
会場：ミュージアムホール 聴講無料
（要整理券・当日10:00～ホワイエで整理券配布）

ブータン
しあわせに生きるためのヒント
７月１日（土）～９月３日（日）
10：00～17：00 （入場は16：30まで）
料金 ： 一般1,400（1,200）円、大学生1,000（800）円、
70歳以上700円、高校生以下無料
＊ （ ）内は20名以上の団体割引料金

見るだけでしあわせになれるかも
本展は、
愛されるブータン王室、
ブータン仏教と信仰、
ブー
タン的生活様式の三部構成で日本初公開となる貴重

アジア民族音楽のひととき
～神戸開港150年記念～

2 0 1 7 県展

共 催 展

関連イベント
■こどものイベント

８月５日（土）

県立美術館開館 15 周年を記念して、連続講演会を
開催。第 3 回目の今回は、テレビやラジオなど各方
面において多彩な活躍で知られる落語家の桂南光
氏をお迎えし、当館館長の蓑豊と対談を行います。

付

虹

文 暁鈴

古川民夫

＜演奏曲目＞ 山寨情歌（伝承曲）／草原情歌／長
江之歌／世界の名曲メドレー ほか
＜出演者のひと言＞ 神戸開港150年を記念して、
異国情緒豊かな音楽をお届けします。
◎濱嵜繁一（フルス・歌。中国音楽国際コンクール
金賞、アジア国際音楽コンサート審査員特別賞等
多数受賞）◎藤浦佐知子（歌。万里の長城杯国際
音楽コンクール奨励賞、神戸市民文化財団賞等多
数受賞）◎付虹（揚琴。北京市出身。1991年中国
民族楽器演奏コンクール最優秀賞。中国中央テレ
ビ番組等多数出演。2001年渡日。揚琴ソロＣＤⅠ、
Ⅱ発表）◎文暁鈴（ピアノ。国際音楽協会副理事長、
中国音楽コンクール審査員。アジア国際コンサート
優秀伴奏者賞等多数受賞）◎古川民夫（パーカッ
ション。春節祭、中秋名月祭、天満音楽祭、花祭り
等多数出演）
エントランスホールにて 14:00 ～ 無料
美術館開館15周年記念

８月１１日（金・祝）
激熱！男たちのブラームス
＜演奏曲目＞ ブラームス「ピア 森本耕太朗 岡本伸一郎
ノカルテット第 1 番」 ほか
＜出演者のひと言＞ ブラームス特
有の激情的な面と繊細さを同世
代の仲間たちが演奏します。お
楽しみください。◎森本耕太朗 村上淳一郎 釈迦郡洋介
（チェロ。桐朋学園ディプロマコース、ブリュッセル音
楽院I.M.E.Pで学ぶ。リエージュ音楽院演奏員。現
在、関西中心に活動）◎岡本伸一郎（ヴァイオリン。
東京藝術大、ジュネーブ音楽院卒業。大阪交響楽
団アソシエイト・コンサートマスター）◎村上淳一郎
（ヴィオラ。トリエステ国際コンクール、ヴィットリオ・
グイ国際コンクール優勝。ケルン放送交響楽団ソロ
首席奏者）◎釈迦郡洋介（ピアノ。桐朋学園、ハン
ガリー国立リスト音楽院修了。宝塚ベガコンクール
１位。坂井時忠賞受賞）
アトリエにて 14:00 ～ 無料
美術館開館15周年記念

８月１２日（土）
深井千聡 ピアノリサイタル
～バッハ、 ショパン、 シューマン～
深井千聡
＜演奏曲目＞バッハ=ペトリ「羊は安らか
に草を食み（カンタータBWV208より）
」／ ショパン
「スケルツォ 第 2 番 Op.31」／シューマン「クライス
レリアーナ」
＜出演者のひと言＞ 開館15周年の記念の年に、大好
きなバッハ、ショパン、シューマンを演奏させて頂き
ます。詩情あふれるピアノの名曲をお楽しみください。
◎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・モーツアルテウム音楽大
大学院修了。イタリア・パドヴァ国際音楽コンクール
ピアノ部門第 1位、フランス・スクリャービン国際ピア
ノコンクール第 2 位）
アトリエにて 14:00 ～ 無料

