
各主催者によるイベント

シネマサロン

舞台芸術

■ 美術館の調べ 

内藤雪子田中郷子

９月１日（土）
田中郷子 ソプラノコンサート
～スペインの歌～

＜演奏曲目＞ トゥリーナ「ロペ・デ・

ベガ讃」／ララ「グラナダ」／バルビエリ「サルスエラ『ラ

ヴァピエスの理髪師』より『パロマの唄』」　ほか

＜出演者のひと言＞ プラド美術館展のスペイン絵画

の傑作とともに、珍しいスペイン歌曲をお楽しみ頂

けたら嬉しいです。◎田中郷子（ソプラノ。大阪音

楽大学卒業、神戸大学大学院修了。スペイン音楽

を研究。平成22年度ひょうごアーティストサロン賞

受賞。「第九」「レクイエム」「戴冠ミサ」などソプラ

ノソロ。現在、県立西宮高校音楽科、どんぐりコー

ルミュージカルスクールなどで講師を務める。地球

音楽隊「フレンドシップ」代表）◎内藤雪子（ピアノ。

神戸女学院大学音楽学部ピアノ専攻卒業。ポーラ

ンド国立クラクフ室内管弦楽団、テレマン室内オー

ケストラと共演。グリーンアンサンブル伴奏ピアニ

スト）

アトリエにて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ 

天本麻理絵

９月１５日（土）
天本麻理絵 ピアノリサイタル
＜演奏曲目＞ バッハ「パルティータ第5番 
BWV829ト長調」／ショパン「バラード第

3番」／ドビュッシー「映像第2集『葉ずえを渡る鐘』

『荒れた寺にかかる月』『金色の魚』」　ほか

＜出演者のひと言＞ バッハから近現代まで様々 な曲目

を取り上げます。それぞれの時代の音楽を楽しんで

いただけたら幸いです。◎天本麻理絵（ピアノ。東京

藝術大学、同大学院、ベルリン芸術大学、同大学

院卒業。スタインウェイ賞受賞。相愛大学非常勤

講師）

アトリエにて　14:00 ～　無料

プラド美術館展記念コンサート  

マリア・ルス・
リベラ

９月１７日（月・祝）
スペインからの風景
～ピアノによる音楽紀行～

＜演奏曲目＞ Ａ．ソレール「ソナタ ニ長調、

ソナタ ト短調」／Ｉ．アルベニス「イベリアより」／Ｆ．

モンポウ「街はずれ」　ほか

＜出演者のひと言＞ 18世紀から20世紀にかけてのス

ペインのピアノ音楽をご紹介します。19、20世紀の

スペインの作曲家がどのようにヨーロッパの音楽の

潮流を取り入れたのかを知ることができるでしょう。

◎マリア・ルス・リベラ（ピアノ。マドリード在住。

マドリード音楽院を卒業。ガリシアで若手演奏者

への最優秀賞受賞。ラテンアメリカやヨーロッパな

どで演奏活動。現在、マドリードの音楽専門大学

で教鞭をとる）

アトリエにて　14:00 ～　無料

（先着150人　要展覧会観覧券）

■ 美術館の調べ 

李 善銘嶽崎あき子 高橋乗子

９月２２日（土）
播磨室内合奏団
～弦楽三重奏の魅力～

＜演奏曲目＞ ベ－トー

ヴェン「ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのためのセ

レナーデ  ニ長調  作品８」　ほか

＜出演者のひと言＞ 3年前に結成された播磨室内合

奏団のメンバーによる弦楽三重奏の妙技をお楽しみ

下さい。◎嶽崎あき子（ヴァイオリン。愛知県立芸術

大学卒業、独・国立ワイマール・フランツ・リスト音

楽大学大学院首席卒業）◎李善銘（ヴィオラ。東京

藝術大学卒業。同大講師、名古屋フィルハーモニー

ヴィオラ副主席奏者を務める。現在、コンクール審

査員等後進の指導にあたる）◎高橋乗子（チェロ。

愛知県立芸術大学卒業、同大学院修了）

アトリエにて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ 

河本理沙

９月２９日（土）
河本理沙  ピアノリサイタル
～ドビュッシー没後100年に寄せて～

＜演奏曲目＞ ショパン「ワルツよりOp.18、
Op.42、遺作」「舟歌」／ドビュッシー「前奏曲第1集より 帆、 
野を渡る風、 亜麻色の髪の乙女、 沈める寺」　ほか

＜出演者のひと言＞ 今年没後100年を迎えるドビュッ

シーを中心に、愛と水・海をテーマにした曲を選び

ました。◎河本理沙（ピアノ。在学中特待生奨学金

を受け東京音楽大学付属高校・同音楽大学ピアノ

演奏家コース卒業。パリ国立地方音楽院首席卒業。

国内外のコンクール入賞多数。現在、神戸女子短

期大学非常勤講師）

アトリエにて　14:00 ～　無料

プラド美術館展記念イベント  

東仲マヤ東仲一矩

９月１４日（金）
El Cielo de la Iberia 
～東仲一矩フラメンコ・ライブ～

＜出演者のひと言＞ 2003年12
月、美術館オープン1周年を記念して「地中海から

の風」を舞った東仲一矩。2012年11月には10周
年を飾る「新しい印象」を披露し、今またプラド美

術館展開催を記念して、El Cielo de la Iberia（イ

ベリアの空）を求め厳しいステップを踏む。出演は

東仲一矩、東仲マヤ（舞踊）、石塚隆充、山田あかり

（カンテ）、國光秀郎、松井高嗣（ギター）、植木美帆

（チェロ）、中村岳（カホン） ほか。

エントランスホールにて　18:00 ～　無料

■ 落語の会 

笑福亭仁福露の吉次

９月３０日（日）
県美亭ワンコイン寄席

～笑う門には健康来たる

　 クスリ （薬） クスリ （薬）～

＜口演演目＞  露の吉次「紀州」

笑福亭仁福「鰻の幇間」

＜吉次のひと言＞ 八代将軍徳川吉宗。享保の改革

を行い「米将軍」と呼ばれる。後世名君として名高

い吉宗こと暴れん坊将軍の落語版誕生秘話（紀州）。

男芸者と呼ばれお座敷を勤める芸人さん。お客さん

の無理難題を舌先三寸でうまくごまかす幇間。落語

に出てくる幇間はひどい目にあうのが多い（鰻の幇間）。

◎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）◎笑福亭仁福（しょうふくてい・

じんぷく。大阪市出身。昭和47年笑福亭仁鶴に入門）

レクチャールームにて　14:00～

500円（当日13:00から販売）

９月８日（土） 
「東京オリンピック」 
10:30～
1964年の第18回オリン
ピック東京大会ではメモ
リアル・フィルムとして市川崑総監督以下561人の製作
スタッフが結集し、空前の観客動員を記録。映画は「ス
ポーツの記録か芸術か」と様々 な議論を巻き起こした。

（1965年　東京オリンピック映画協会）

「おはん」　14:00～
吉永小百合を主演に迎えて宇野千代の名作を映画
化。出来心から妻を捨てた男の、芸妓と元妻の間で
揺れ動く心の迷い、やがて迫り来る我が子の水死とい
う因果応報的な世界観…。他の出演は大原麗子、石
坂浩二ほか。（1984年　東宝） 
いずれもミュージアムホールにて
1人1作品ごとに500円

■  ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン

プラド美術館展記念特別上映

９月１５日（土）�

© Museo Nacional del Prado
© Lopez-Li Films

「謎の天才画家
 ヒエロニムス・ボス」　
ブリューゲル、ルーベン
ス、ダリ、マグリットなど
多くの画家に影響を与えたとされながらも、生年月日、
人物像の詳細も不明で多くの謎に包まれた画家ヒエ
ロニムス・ボス。彼の最高傑作「快楽の園」を所蔵す
るプラド美術館の全面協力のもと、ボスの創作におけ
る情熱と思想を解き明かしていく傑作ドキュメンタリー。

（2016年）

＜監督＞ ホセ・ルイス・ロペス＝リナレス

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

■ ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン　市川崑監督特集

平成30年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業

９月７日（金）
「野火」　10:30～
大岡昇平の同名小説を映画化。戦争末期のレイテ島。
食料難のため部隊から見捨てられた主人公に敗残兵
の一人は人肉食をすすめる。出演は船越英二、滝沢
修ほか。（1959年　大映）

「ぼんち」　14:00 ～

大阪・船場の商家の一人息子が多彩な女性関係の
中で悪戦苦闘する。ベテラン、演技派、若手まで当時
を代表する個性的な女優たちの競演が見どころ。山
崎豊子原作。出演は市川雷蔵、京マチ子、若尾文子
ほか。（1960年　大映）

■ 兵庫県政150周年記念

全国シャドーボックス講師作品展

９月６日（木）～９日（日）
10:00～17:00（初日は15:30から  最終日は15:00まで）

ギャラリー棟3階にて　入場料：無料
主催：兵庫県シャドーボックス創作作家会 
問合せ先：兵庫県シャドーボックス創作作家会 正井公華

（080-5305-7902 ／事務局 大竹）

■ クァルテット “奏” Vol.35　Autumn Concert
９月９日（日）　14:00開演（13:30開場）

アトリエ1にて　入場料：無料
主催：クァルテット“奏”　問合せ先：0797-71-0339

■ 第7回 21世紀関西女性絵画展

９月１２日（水）～１６日（日）
10:00〜18:00（最終日は16:00まで）

ギャラリー棟3階にて　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・久米伴香）

■ こうべ障がい者芸術フェスタ

９月２１日（金）～２４日（月・振休）
10:00～17:00（最終日は14:00まで）
ギャラリー棟3階にて　入場料：無料
主催：こうべ障がい者芸術フェスタ実行委員会
問合せ先：078-271-5330（木村）

■ －千回の夢－ 吉松陽子展

９月２７日（木）～３０日（日）（
27日　　14:00 ～ 18:00 
28・29日10:00 ～20:00 
30日　　10:00～16:00）ギャラリー棟3階にて

入場料：無料　主催：吉松陽子
問合せ先：0798-71-7229（吉松陽子）

■ －季節－ 個展・安井正子

９月２７日（木）～３０日（日）（
27日　　14:00 ～ 18:00 
28・29日10:00 ～20:00 
30日　　10:00～16:00）ギャラリー棟3階にて

入場料：無料　主催：安井正子
問合せ先：078–705-2047

丹 波 の 森 国 際 音 楽 祭

シューベルティアーデたんばＰＲライブ
８月８日（水）　エントランスホールにて　14：00～　無料

出演は畑儀文（テノール）ほか


