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関西文化の日
のみ開催19日　　土

2016年

11月19日　・20日 日土
10:00 ～ 20:00 10:00 ～ 18:00

両日開催19日　　・20日土 日

県美
プレミアム

のみ開催20日　　日

おとなも子どもも大好き！えほんコーナー
　10:00 ～ 18:00　入場自由　　美術情報センター
元永定正氏など、アーティストがつくった絵本を中心にご覧いただけます。　

こどものための美術鑑賞ツアー
    10:45 ～（約 30分）　　受付 10:30 ～アトリエ 2
　対象：こどもとその家族（定員 5家族程度、先着順）
美術館の周りにある屋外彫刻や「県美プレミアム」の作品を鑑賞するツアーです。
家族で参加してね。

特別展「世界遺産 ポンペイの壁画展」

イタリア語の絵本を楽しもう
　13:30 ～（約 30分）入場自由　　美術情報センター
イタリア文化会館スタッフによる、イタリア語と日本語の楽しいお話です。　

県美プレミアムⅢ「ハナヤ勘兵衛の時代デェ !!」
写真の謎に迫る！カメラ・オブスキュラをつくろう
    ①11:00 ～ 12:30　②13:15 ～ 15:00
　（受付　①10:45 ～ 12:00　 ②13:00 ～ 14:30）
    有料 200 円（材料費 +保険）　    アトリエ 2　　こども優先・立ち寄り式　
展示室で写真の作品を鑑賞して、牛乳パックで出来る簡単カメラを作ろう！

ネットミュージアム  兵庫文学館クイズ
●10:00 ～ 17:00  入場自由　    エントランスホール
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！

特別展「世界遺産 ポンペイの壁画展」

ミュージアム・ボランティアによるスライド解説会
●19日 14:00 ～／ 20日 11:00 ～（いずれも約 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 「ヴェルサイユ訪問」
　10:00 ～ 13:00　入場自由　　レクチャールーム 　●繰り返し上映（60分）
世界文化遺産 ヴェルサイユ宮殿の、庭園から国王の居殿、王室オペラ劇場そして
鏡の回廊などの見所を美しい映像で余すところなく紹介します。

美術館の調べ　柴田さおりピアノリサイタル
　14:00 ～（約 60分）　　エントランスホール
シューベルトとリストの作品を中心に、お馴染みの名曲も演奏します。　

県美プレミアムⅢ（「彫刻大集合」「ハナヤ勘兵衛の時代デェ !!」）
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（エントランスホールに集合）
ミュージアム・ボランティアが「県美プレミアム」の見どころを解説します。

特別展「世界遺産 ポンペイの壁画展」写真撮影スポット

古代ローマの「神様」になろう！
    終日　入場自由　　エントランスホール
「ポンペイの壁画」のパネルの前で、冠と白い衣を身につけ、古代ローマの神様
の気分を味わおう！

「夏休みスペシャル 2016」ふりかえり展示
●19日10:00 ～ 20:00／ 20日 10:00 ～ 16:00　　円形階段周辺の壁面　
7月 30日・31日に開催した「夏休みスペシャル」についてご紹介します。
参加してくれた人も、知らなかった人も見てみてね。　

県美プレミアムⅢ「ハナヤ勘兵衛の時代デェ !!」
学芸員によるギャラリートーク
●15:30 ～（約 60分） 　 ●常設展示室 6
担当学芸員が作品を前にお話しします。

美術館の調べ　Duo Felice ～狂気とロマンスの調べ～
　14:00 ～（約 60分）　　エントランスホール
土肥久奈（ヴァイオリン）と佐田めぐみ（ピアノ）によるコンサート。　

美術館七不思議ツアー
●11:30 ～（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。

注目作家紹介プログラム　チャンネル７　髙橋耕平―街の仮縫い、個と歩み

対談　村上しほり＊×髙橋耕平
（*人と防災未来センター 震災資料専門員／神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 研究員）
●15:30 ～ 17:00　●レクチャールーム　　定員 100名
アトリエ１で開催中の、注目作家紹介展関連事業。気鋭の都市史研究者をゲスト
に、出品作家との対談を実施します。
※兵庫県立美術館「芸術の館友の会」支援事業

❶ ❷「美かえるカラフルマルシェ」連動企画　県立美術館＆BBプラザでスタンプラリー
　11:00 ～ 16:00　　県立美術館：エントランスホール　BBプラザ：2階アトリウム　
二つの施設をめぐって右記のスタンプ欄を埋めた方には、アートなポストカードをプレゼント（１名様１回限り）。

　BBプラザでは、19日・20日とも 11:00 ～ 16:00 まで、地元飲食店や物産店、ワークショップが出店する
「美かえるカラフルマルシェ」を開催中！



注目作家紹介プログラム　チャンネル７

髙 橋 耕 平
街 の 仮 縫 い、個 と 歩 み
2016 年 10 月 15 日（土）～ 11 月 20 日（日）

特 別 展　日 伊 国 交 樹 立 150 周 年 記 念

世界遺産 ポンペイの壁画展
2016 年 10 月 15 日（土）～ 12 月 25 日（日）

関西が誇る豊かな文化に気軽に接していただく「関西文化の日」。
当館では 11月 19日（土）・20日（日）に、「県美プレミアム」展の観覧無料をはじめ、多彩なイベントを開催！
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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

20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

本展では、世界遺産に登録されたポンペイとその近郊

の遺跡から出土した壁画を紹介します。古代ローマの

人々は、住宅や公共建築など、さまざまな建物を美し

い絵画で飾っていました。2000年の時を越えて、その

豊かな暮らしを感じることができる展覧会です。

18：00閉館

19日　　土

日

夜間開館20：00まで

のイベント

こどものための美術鑑賞ツアー

注目作家を紹介するシリーズ展。今回は髙橋耕平

（1977- ）の個展を開催します。21年前の阪神・淡路大震

災以後の、都市の経験や記憶をテーマに、映像、写真等か

ら成る新作インスタレーションを展示します。

●

●

●原田の森
ギャラリー

●神戸文学館

●ＢＢプラザ美術館

関西
文化の日

植松奎二《置－浮遊の場》1989年 

ハナヤ勘兵衛

《フォトモンタージュ（今日も楽しい）》1933年

芦屋を拠点に長く活躍した写真家ハナヤ勘兵衛（1903-1991）を振

り返る今回の展覧会。1995年に芦屋市立美術博物館で開催の回顧

展以来となる本展では、戦前のヴィンテージ・プリントを始め様々

な資料を展観の予定です。

主要な彫刻・立体約40点を展覧。ロダンをはじめとする近代の人体彫刻、

抽象性や構成に比重が置かれた20世紀前半の作品、そして、素材や制作の

アイデアが多様化した今日の立体まで、彫刻の展開・変遷を振り返ります。

県立美術館＆BBプラザでスタンプラリー

おとなも子どもも大好き！えほんコーナー

「夏休みスペシャル 2016」ふりかえり展示

対談　村上しほり×髙橋耕平

柴田さおりピアノリサイタル

Duo Felice ～狂気とロマンスの調べ～

美術館七不思議ツアー ミュージアム・ボランティアによるガイドツアー

写真の謎に迫る！カメラ・オブスキュラをつくろう

こどものための美術鑑賞ツアー

ミュージアム・ボランティアによるスライド解説会

201 6年11月19日（土）～2017年3月19日（日）

小企画　ハナヤ勘兵衛の時代デェ !!

特 集　彫 刻 大 集 合


