兵庫県立美術館 平成 22 年度 8 月〜11 月
「こどもプログラム」の実施と参加者募集のお知らせ
兵庫県立美術館では、小・中学生を対象に、美術と美術館に親しんでもらうための「こどもプロ
グラム」を実施しています。
平成２２年度の夏から秋にかけては、開催中の展覧会の鑑賞や、鑑賞と制作を組み合わせた「こ
どものイベント」や、特別展を家族で楽しんでいただくための「おやこ解説会」
、誰でも無料で参加
できる「1000 人のおやこ絵画大会」等のイベントを行います。おやこ絵画大会で描かれた作品は、
大会終了後、美術館に展示します。
美術館でしか体験できないスペシャルかつ楽しいプログラムにぜひご参加ください。

プログラム その１ ： 『こどものイベント』
開催中の展覧会の鑑賞を中心（一部制作とセットになったものもあり）に作品に親しむための仕掛
けを満載した美術館ならではの楽しいプログラムです。
受付開始日の午前 10 時より電話にてお申し込みください。
開催日：主に展覧会開催中の土・日（2 日連続のイベントは両日とも同内容です）
対象：小・中学生（保護者も参加できるイベントもあります。
）
定員：30 名（先着順）
会場：アトリエ 2、展覧会の会場
料金：材料費 500 円程度（保護者は別途観覧料が必要）
申し込み方法：
・ 小・中学生なら誰でも何度でもイベントに参加できます。
・ 受付開始日の午前 10 時から、電話（078−262−0908）で先着順にて受け付け。定員になったら
しめきります。受付時間は午前 10 時から午後 6 時までです。
・ イベント当日は、開始時間の 15 分前から受付を開始します。アトリエ 2 に集合してください。

プログラム その２ ： 『アートであそぼ！』
美術館の作品からヒントを得た簡単な制作体験を気軽に体験できるイベントです。時間内ならいつ
でも参加自由で事前申し込みはいりません。アーティスト気分であなたも制作してみませんか。
開催日：11 月 20 日（土）
、21 日（日） 関西文化の日
時間：11：00〜14：00 入場自由
対象：どなたでも
料金：無料

プログラム その３ ：
『おやこ解説会』
展覧会のみどころと、家族で鑑賞する際のオススメポイントを担当学芸員がご紹介する楽しいレク
チャー。事前申し込み不要、参加費無料の催しです。13:15〜13：30 の間にレクチャールームにお
集まりください。
開催日：8 月 25 日（水）
時間：13：30〜14：15
対象：こどもとその保護者（先着 100 名）
参加費：無料
※ただし展覧会の鑑賞には別途入場料が必要です。小・中学生は無料です。
会場：レクチャールーム

プログラム その４：
『第３回 ＨＡＴでＡＲＴ！1000 人のおやこ絵画大会』
美術館のあるＨＡＴ神戸で、家族みんなで絵を描いてみませんか？絵本でもおなじみの元永先生と
中辻先生が絵を描くときのポイントを教えてくれるよ。
講師：元永定正氏、中辻悦子氏
対象：こどもとその保護者（先着 1,000 人）
日程：10 月 10 日（日）10：30〜16：00 ※雨天の場合は 10 月 11 日（月・祝）
。11 日は雨天決行。
参加費：無料
※ 詳細が決定し次第別途発表いたします。

『みんなの展覧会』
10 月 10 日（日）に実施する「第 3 回 HAT で ART！1000 人のおやこ絵画大会」で描かれた参加者の
作品を展示する展覧会です。参加者それぞれの創造性溢れる表現をお楽しみください。
会期：11 月 23 日（火・祝）〜平成 23（2011）年 1 月 22 日（土）
時間：10：00〜18：00（特別展開催中の金・土は 20 時まで。最終日は 15 時まで）
入場料：無料
場所：ギャラリー棟１Ｆ

お問い合わせ
TEL ０７８−２６２−０９０８
FAX ０７８−２６２−０９０３
〒651−0073 神戸市中央区脇浜海岸通１−１−１
兵庫県立美術館 こどもプログラム 係
http://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html
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◎ギャラリー棟１階、開館時間中、無料

「コレクション展Ⅱ」の鑑賞＋工作

こどもプログラム」って？
☝小・中学生およびその保護者の方が対象です。
（
「アートであそぼ！」はどなたでもご参加いただけます。
）
☝ ２日連続のイベントは、２日とも内容は同じです。
☝ 受付開始日があるイベントは、午前 10:00 から 18:00 まで電話で受け付けます。
先着順で、定員になり次第しめきります。
☝ 保護者の方は、別途展覧会の観覧料（団体料金）が必要となりますのでご注意ください。
※当日受付で販売いたします。当日に限り再入場可能なチケットです。
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受付時間 ： 開始時刻の１５分前から受け付けします。
集合場所 ： こどものイベントは「アトリエ２」
（美術館の北東角）です。
持 ち 物 ：① 参加費
②１日イベントの場合は昼食
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※おやこ解説会はレクチャールームで行います。
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申し込み・問い合せは「こどものイベント担当」へ

ＴＥＬ ０７８−２６２−０９０８

ホームページでもチェック！→ http://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html

