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関西文化の日 2014年

11月22日　　・23日土 日 祝

のみ開催22日　　土

のみ開催23日 日

10:00 ～ 20:00 10:00 ～ 18:00

両日開催22 日　　・23日土 日

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1-1-1　Tel 078-262-0901（代表）

県美
プレミアム

関西文化の日とは、11月の一定期間、関西の文化施設で、入館料（原則として常設展）無料で、ご利用いただける
日です。当館では 11月 22日（土）、23日（日・祝）を「関西文化の日」として、多彩なイベントを行っています。

開催中の展覧会 : 県美プレミアム「阪神・淡路大震災から 20 年」／  特別展「だまし絵Ⅱ」

美術館の調べ
井上晴美 ソプラノリサイタル ～愛の歌～
●14:00 ～　●アトリエ 1
●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 : 井上晴美（ソプラノ）、片桐えみ（ピアノ）

●❶ ●❷ ●❸ ●❹ ●❺ ●❻ ●❼

キーワードパズル
●終日　●館内各所　●１名様１回限り
館内を探検し、隠された文字を探そう！
美術情報センターでステキなグッズをプレゼント！

ネットミュージアム  兵庫文学館クイズ
●10:00 ～ 18:00  入場自由　●ホワイエ
文学にちなんだクイズ、検定に挑戦してみよう！
参加された方には兵庫文学館オリジナルグッズをプレゼント！

県美プレミアム「阪神・淡路大震災から 20年」
ミュージアム・ボランティアによるガイドツアー
●13:00 ～（約 45分）　 ●常設展示室
ミュージアム・ボランティアが展覧会の見どころを解説します。

特別展「だまし絵Ⅱ」
ミュージアム・ボランティアによる解説会
●11:00 ～（約 15分）　●レクチャールーム
ミュージアム・ボランティアが特別展の見どころをご紹介します。

ビデオ上映「M.C. エッシャー」
●12:00 ～ 18:00　入場自由
●レクチャールーム 　●繰り返し上映（59分）
独創的な作風で世界的人気を博した M.C. エッシャーのドキュメンタリーです。
貴重なインタビュー映像を交えて、その人物像に迫ります。

ポスター・チラシでたどる歩み
●終日　●ホワイエ
開館以来の魅力ある展覧会の歩みを、ポスターやチラシの展示によりたどります。

わくわくドキドキ えほんのじかん
●14:30 ～（約 30分）  入場自由　●美術情報センター
アーティストがつくった絵本を家族みんなで楽しみませんか？
ミュージアム・ボランティアが読み聞かせをします。　

おとなも子どもも大好き！えほんコーナー
●終日  入場自由　●美術情報センター
アーティストがつくった絵本を中心にご覧ください。　

みんなのヴォルガノーチル展
●22日10:00 ～ 18:00 ／ 23日 10:00 ～ 16:00
●館内
「夏休みスペシャル 2014」でみんなに創ってもらった
“ヴォルガノーチル”（アーティスト河合晋平さんの作品
「存在物」のひとつ）。河合さんが手を加えて完成してく
れた作品を美術館の中で紹介します。

くるみボタンバッジ工場
●22日13:30 ～ 16:00／ 23日 10:30 ～ 16:00
●有料 100円　●ホワイエ　●先着順　（受付は15:30まで）
世界にひとつしかない素敵なくるみボタンバッジを作ってみよう。
小さなお子さんや大人の方も大歓迎です。

「夏休みスペシャル 2014」のコーナー
●22日10:00 ～ 18:00／ 23日 10:00 ～ 16:00
●ホワイエ　
8 月 9 日（土）～ 10 日（日）の２日間にわたり開催した「夏休みスペシャル」。
その活動の全体をご紹介します。　　

美術館七不思議ツアー
●11:30 ～、15:30 ～（約 45分）　●エントランスホールに集合（館内各所）
ミュージアム・ボランティアが、普段は気付かない美術館の「七不思議」をご案
内します。

ファクトリー

特別展「だまし絵Ⅱ」学芸員による解説会
●18:30 ～（約 30分）　●レクチャールーム
学芸員が特別展の見どころをご紹介します。　

県美プレミアム「阪神・淡路大震災から 20年」
学芸員によるギャラリートーク
●16:30 ～（約 40分） 　 ●常設展示室
展覧会の第一部「自然、その脅威と美」について、担当学芸員が作品を前にお話
しします。

美術館の調べ

三瀬直子・諸田大輔フルートデュオリサイタル
●14:00 ～　●アトリエ 1
●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 : 三瀬直子（フルート）、諸田大輔（ フルート）、中島尚子（ピアノ）

阪神電車 岩屋駅を美かえるカラーにもっと彩ろう！
●14:00 ～ 16:00　●アトリエ２　●要事前申込　
ワークショップでは「美かえる」の友だちかえるのイラストを描いていただきま
す。このイラストと「美かえる」のカラーパターンを組み合わせたデザインで、
阪神電車岩屋駅の駅舎を彩ります。
主催：阪神電気鉄道株式会社　お問い合せ先：06-6457-2107（平日 9:00 ～ 17:45）

「だまし絵Ⅱ」展 鑑賞者に先着順で
焼菓子（アンテワーズ）プレゼント！※

※展示室入口にて引換券を配布します。（小学生以下のお子様200名限定）　
※保護者同伴でご鑑賞ください。　提供：アンテノール
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開催中の展覧会開催中の展覧会開催中の展覧会

イベントスケジュールイベントスケジュールイベントスケジュール

22日　　土 夜間開館20：00まで

のイベント

23日 のイベント

○阪神岩屋駅（兵庫県立美術館前）から南へ徒歩約8分○ＪＲ神
戸線灘駅南口から南へ徒歩約10分○阪急神戸線王子公園駅西口
から南西へ徒歩約20分○ＪＲ三ノ宮駅から、阪神バス、神戸市バ
スにて約15分「県立美術館前」下車すぐ。○地下有料駐車場／乗
用車80台

関西文化の日

ジュゼッペ・アルチンボルド 　《司書》　1566年頃 　
スコークロステル城（スウェーデン）　Photo: Samuel Uhrdin 

福田美蘭　《淡路島北淡町のハクモクレン》　2004年

2014年11月22日（土）～2015年3月8日（日）

阪神・淡路大震災から20年

2015年1月17日は、阪神・淡路大震災から20年の節目となり
ます。震災の記憶を風化させず、それを後世に伝えていくた
めにも、この日を会期に含む本展は、震災をテーマとした作
品を展示します。収蔵品にとどまらず、テーマにふさわしい
作品も借用しての開催です。

2009年、記録的な入場者を迎えた「だまし絵」展の第２弾。視
覚的なイリュージョンを用いた巨匠アルチンボルド、マグ
リット、ダリらの名品に加え、今回はホックニー、リヒター、
杉本博司など、現代の多様なトリック的表現を紹介。だまし
絵の不思議な世界を家族全員でお楽しみください。

日 祝
18：00閉館


