1・2 月のイベント
（特別展）
1/12（土）
～
3/17(日)

一 般：1,300 円
大学生：900 円
70 歳以上：650 円
高校生以下無料

「Oh ！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」
会期中毎週日曜 11 時よりミュージアム・ボランティアによる解説会（無料、定員 100 名、レクチャールームにて）

（県美プレミアム）

「類は友を呼ぶ」
会期中の金・土・日曜の 13 時よりミュージアム・ボランティアによるガイド・ツアー（無料、要観覧券）

11/17(土)
～
3/3(日)

料 一 般：500 円
金 大学生：400 円

70 歳以上：250 円
高校生以下無料

「M 氏コレクションによる J·J·グランヴィル」

（ギャラリー棟）
1/12(土)
～
1/14（月・祝）

「第 34 回 明石高校美術科展」および高校生が考える県政 150 周年記念事業
「明石高校美術科がデザインする地域の魅力展」
●10:00～18:00（最終日は 15:30 まで）
●主催：兵庫県立明石高等学校 ●問合せ先：078－911－4376

1/18(金)
～
1/20（日）

新・童美展 2018-19
●10:00～18:00（最終日は 16:00 まで） ●主催：保育造形の会
●問合せ先：079－292－6059（保育造形の会事務局（五字ヶ丘幼稚園内）

1/22(火)
～
1/26(土)

高砂流 創の書 第 12 回会員展 大人も子供も書き初め大会
●10:00～18:00 （22 日は 14：00 から）
●主催：高砂会 ●問合せ先：078－753－0369（高砂会事務局）
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無料
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ギャラリー

無料

ギャラリー棟 3 階
ギャラリー

第 18 回神戸っ子アートフェスティバル

1/29(火)
～
2/3(日)

●10:00～18:00 2/1（金）,2/2（土）は夜間開館につき 20:00 まで
●主催：神戸っ子アートフェスティバル実行委員会、兵庫県立美術館ほか 8 団体
●問合せ先：078-333-3372（神戸市イベント案内・申込センター）

2/8（金）
～
2/10(日)

カオス 2019 神戸芸術工科大学卒展
●10:00～17:30 ●主催：神戸芸術工科大学 ●問合せ先：078-794-5025（教務課）

2/15（金）
～
2/17（日）

宝塚大学造形芸術学部卒業制作展・修了制作展
●10:00～17:00 ●主催：宝塚大学造形芸術学部 ●問合せ先：078-756-1231
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無料

専門学校アートカレッジ神戸 卒業進級制作展 2019 ART WORKS

2/22（金）
～
2/24（日）

●10:00～18:00（24 日は 15:00 まで） ●主催：専門学校アートカレッジ神戸
●問合せ先：078-857-3005

（各種イベント 1 月）

12 日（土）

13 日（日）

14 日（月・祝）

17 日(木)

「第 34 回 明石高校美術科展」および高校生が考える県政 150 周年記念事業
「明石高校美術科がデザインする地域の魅力展」関連イベント
ワークショップ「いっぱい はっけん ひょうご県」
●対象：小学生、中学生 ●明石高校ホームページより要事前申込
●主催：兵庫県立明石高等学校
●問合せ先：078－911－4376

アトリエ 2
13:30～15:00

無料
定員 30 名
（先着順）

美術館の調べ 日本の響き～歌で紡ぐ物語～
●演奏曲目：どこかで春が／鐘がなります／六つの子供の歌／ほうすけのひよこ
●出演：総毛創（テノール）、中村圭介（ピアノ）

エントランスホール
14:00～

無料

県美亭ワンコイン寄席 ～A HAPPY NEW 亥やー！県美亭をいの一番に新年もよろしく～
●出演・演目：露の吉次「七度狐」、桂文昇「蔵丁稚」

レクチャールーム
14:00～

500 円
（当日 13:00 から
販売）

兵庫県美ボーダレスアートトーク
トークゲスト：曽野正之氏（建築家）
※当館ウェブサイト特設ページで 12 月 14 日（金）10 時から聴講申込受付開始

ミュージアムホール
14:00～（約 90 分）

聴講無料
（定員 250 名）

「第 34 回 明石高校美術科展」および高校生が考える県政 150 周年記念事業
「明石高校美術科がデザインする地域の魅力展」関連イベント
プレゼンテーション発表・講演
●主催：兵庫県立明石高等学校
●問合せ先：078－911－4376

ミュージアムホール
11:30～14:50

無料

特別展「Oh ！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」 学芸員による解説会

レクチャールーム
14:00～（約 90 分）

無料
（定員 100 名、
要観覧券）

播磨 TRIBE 新春コンサート ～あたらしい日本の音～
●演目曲目：秋田音頭、南部俵積み唄、ソーラン節、オリジナル曲 ●出演：播磨 TRIBE（はりまトライブ）

エントランスホール
14:00～

無料

明日へのメッセージ ～詩の朗読と音楽+トーク～
●主催：復興支援コンサート実行委員会 ●問合せ先：https://www.roudoko117.com

ミュージアムホール
15:00 開演(14:30 開場)

無料

19 日（土）

美術館の調べ １・１７レクイエム～忘れない、いつまでも･･･
●演奏曲目：伊藤康英「貝殻の歌」／ラフマニノフ「ヴォカリーズ」／ドヴォルジャーク「母が教えてくれた歌」
●出演：繁田千都子（ソプラノ）、多久潤子（ピアノ）

アトリエ１
14:00～

無料

20 日（日）

県美プレミアムⅢ特集「類は友を呼ぶ」関連講演会 「今村源 自作を語る」
※兵庫県立美術館芸術の館友の会共催

レクチャールーム
14:00～（約 90 分）

無料
（先着 100 名）

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 特別展「Oh!マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー＆ピーポー」関連上映
「この世界の片隅に」
●監督・脚本：片渕須直 原作：こうの史代 声：女優のん

ミュージアムホール
①10:30 ②13:30
③16:00（各回入れ替え）

1 人 1000 円
「芸術の館友の会」
会員 500 円

特別展「Oh!マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー＆ピーポー」関連こどもイベント
「ふきだし」つけちゃおう！
●対象：小学生～高校生 ※小学校２年生以下は保護者同伴必要
●12/26（水）朝 10 時より電話受付開始・先着順 (078-262-0908)

アトリエ 2
13:00～15:30
（受付 12:45～13:00）

美術館の調べ Tango! Tango! Tango!
●演奏曲目：ラ・クンパルシータ／リベルタンゴ／バンドネオンの嘆き
●出演：井手智佳子（ピアノ）辻本明日香（ヴァイオリン）松浦伸吾（バンドネオン、作曲）

エントランスホール
14:00～

無料

なぎさ小学校６年生とのワークショップ
『伝えよう ＨＡＴ神戸の“ステキ”』
●主催：神鋼不動産株式会社
●問合せ先：078-261-2121

アトリエ１
10:00～18:00
（ただし 1/29 は 14:00～、
2/1 は～17:00）

無料

26 日（土）

29 日（火）
～
2 月 1 日（金）

※こどものイベントの詳細については 078－262-0908
（こどものイベント係）まで

参加費：500 円
定員：30 名
（保護者の方は特 別展
観覧料［団体料金
1100 円 ］が必 要 です）

平成３０年度兵庫県立美術館「芸術の館友の会」美術情報センター内
カウンターにてお申込み受付中！ お問合せ：078-262-0916

（各種イベント 2 月）

2 日（土）

県美プレミアムⅢ「Ｍ氏コレクションによるＪ・Ｊ・グランヴィル」展関連こどものイベント
「もうひとつの世界を探検しよう！」
●対象：小学生以上
※小学校 2 年生以下は保護者同伴必要、1 月 11 日（金）朝 10 時より電話受付開始・先着順

アトリエ２
13:30～16:00
(受付 13:15～13:30)

参加費：100 円
定員 30 名

美術館の調べ
ふたつの弦楽器の語らい ～春を待つ、ヴァイオリンとギターのデュオ～
●演奏曲目：パガニーニ「協奏的ソナタ イ長調 Op.61 M.S. 2」／ムニエル「スペイン風奇想曲」
●出演：井上敦子（ヴァイオリン）、倉石アオミ（ギター〉

アトリエ１
14:00～

無料

アトリエ１
14:00～

全席自由
2500 円

県美プレミアムⅢ小企画「M 氏コレクションによる J·J·グランヴィル」記念講演会
「19 世紀フランス挿絵本の世界─グランヴィル、ガヴァルニ、ドーミエを中心に─」
●講師：柏木隆雄氏（大阪大学名誉教授、大手前大学前学長、日本フランス語フランス文学会前会長）

レクチャールーム
14:30～（約 90 分、
14:00 開場）

無料（要観覧券）
先着 100 名

美術館の調べ 兵庫芸術文化センター管弦楽団～ＰＡＣ室内楽 ａｔ 美術館
●出演：柳響麗(ヴァイオリン)、杉浦文(チェロ)、奥田敏康(コントラバス)

エントランスホール
14:00～

無料

子どもが夢を叶える図工室・美術室 実践発表会
●主催：岡山大学教育学部美術教育講座 ●問い合せ先：kiyota925@okayama-u.ac.jp

レクチャールーム
11:00～

500 円

KEN-Vi 名画サロン
「嘘八百」
●監督：武正晴 ●出演：中井貴一、佐々木蔵之介

ミュージアムホール
①10:30 ②13:00
③15:30（各回入れ替え）

１人 1,000 円
（「芸術の館友の会」
会員 500 円）

アトリエ１
14:00～

無料
聴講無料（要観覧券）
定員 100 名

四季シリーズコンサート＜冬＞

3 日（日）

9 日（土）

11（月・祝）

16 日（土）

兄妹コンサート ～月の冬から花の春へ～

●演奏曲目：ヨハン・シュトラウスⅡ「春の声」／下村正彦「花の雲」／モーツァルト「夜の女王のアリア」

／ビクシオ「マリウ愛の言葉を」 ほか
●出演：澤井宏仁（バリトン）、坪田雪（ソプラノ）、鷲見周子（ピアノ）

美術館の調べ 古谷華梨ピアノリサイタル
●演奏曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ第 26 番 変ホ長調『告別』」／デュカス「ピアノソナタ 変ホ短調」
●出演：古谷華梨（ピアノ）

17 日(日)

特別展「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」 学芸員による解説会

レクチャールーム
14:00～（約 90 分）

22 日（金）

特別展「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」関連企画 映画上映会
展覧会の内容と関連する『ハワイ・マレー沖海戦』『桃太郎 海の神兵』『ゴジラ』の上映会を実施。

ミュージアム･ホール

特別展「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」関連企画 映画上映会
展覧会の内容と関連する『ハワイ・マレー沖海戦』『桃太郎 海の神兵』『ゴジラ』の上映会を実施。

ミュージアム･ホール

県美プレミアムⅢ小企画「M 氏コレクションによる J·J·グランヴィル」学芸員による解説会

レクチャールーム
16:00～（約 45 分）

無料

アトリエ１
12:00 開演（11:30 会場）

無料

ミュージアム･ホール

観覧料：1,000 円（展覧
会観覧券により 500 円
に割引）、定員 250 名

23 日（土）

レコードの試聴会
●主催：服田雄介 ●問合せ先：06-6314-6541

24 日（日）

特別展「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」関連企画 映画上映会
展覧会の内容と関連する『ハワイ・マレー沖海戦』『桃太郎 海の神兵』『ゴジラ』の上映会を実施。

※こどものイベントの詳細については 078－262-0908
（こどものイベント係）まで

観覧料：1,000 円（展覧
会観覧券により 500 円
に割引）、定員 250 名
観覧料：1,000 円（展覧
会観覧券により 500 円
に割引）、定員 250 名

平成３０年度兵庫県立美術館「芸術の館友の会」美術情報センター内
カウンターにてお申込み受付中！ お問合せ：078-262-0916

