
10/21（木）
～

12/26（日）

特別展 ゴッホも、ルノワー

ザ・コレクション・ヴィンタートゥール
●11/13（土）、27 日（土）16 時より学芸員による解

7/17（土）
～

11/7（日）

2010 年度
小企画：美術の中のか

特集１：新収蔵品から見た現
●会期中の金・土・日曜日の

11/20（土）
～

2011/3/13
（日）

2010 年度
小企画： その他の

●会期中の金・土・日曜日の

11/4（木）
～

11/7（日）

第９回 障がい者公募作品展 ハー
主催：ハートでアートこうべ実行委員会

11/12（金）
～

11/14（日）

第 34 回兵庫県高等学校総合

及び第 59 回兵庫県
主催：兵庫県高等学校文化連盟

11/17（水）
～

11/21（日）

第 3 回 21 世紀関
主催：21 世紀関西女性美術家連盟 ○10

3 日（水・祝）

文化の日に贈るクラシ

ファンタスティック ショパン～う
●曲目：ショパン「序奏と華麗なるポロ

●出演：並河寿美（うた）、池村佳子（チェロ）、藤

特別展 「ヴィンタートゥー

おやこ解説会「ひげの
6 日（土）

美術館の調べ 佐藤裕美子ピアノリサイ
●曲目：シューマン「アラベス

●出演：佐藤裕美子

13 日（土）
美術館の調べ ソプラノとピアノのデュオコン

●曲目：シューマン「献呈」、シュトラウス「オペレッタ

●出演：金澤由布子（ソプラノ

特別展 「ヴィンタートゥー
兵庫 EU 協会創立 2

記念講演会「近代の芸術家と集団肖像画－
●講演：三浦 篤（東京大学大学院14 日（日）

世界の音楽 「アイル
●曲目：作者不詳「盲目の王様」、ターロック・オ

●出演：守安 功（アイリッシュ・フルートほか）、守安雅子（アイリッシュ・

20 日（土）
美術館の調べ フルートとピアノによるデュオリ

●曲目：タファネル「フランチェスカ・ダ
●出演：藤田紗織（フルート）

20 日（土）
21 日（日）

関西文化の日イベント ☆
●キーワードパズル ●えほんコー

●ヴィンタートゥール展 夜の解説会（20 日のみ） ●

●ミュージアムボランティアのガイドツアー

21 日（日） 落語 県美ワンコイン寄席Ⅳ～
●演目：桂福丸「桃太郎」、桂阿か枝「皿屋敷」ほか

26 日（金）
県美シネマクラシック 「オ

監督：ヴィクター・フレミング 出演：ジュディ・ガー

（アメリカ/1939 年/カラー/102 分） 【①10

第 4 回 KEN-Vi 文化セミナー 妹島和
●講演会：妹島和世（建築家） ●対談：

27 日（土） 美術館の調べ ＜バロックダンス・レクチャーコン
●曲目：作者不詳「グリーン・スリーブス」

●出演：北夙川不可止（ナレーター）、樋

西村喜子（ヴィオラ･ダ・ガンバ）、高本一郎（リ

28 日（日） 
能のワークショップ 感じてみよう能の世

●能についての簡単な説明や能の所作、面や

●出演：吉井順一（能楽シテ方観世流職分）、吉
１１月のイベント 

ルも、すべてが日本初公開！！

スイス発－知られざるヨーロピアン・モダンの殿堂
説会 ●会期中毎週日曜日の 11 時よりボランティアによる解説会

一般：1,300 円
大学生：900 円
高校生：650 円
65 歳以上：650 円
中学生以下無料

コレクション展Ⅱ
たち－手で見る造形 金氏徹平展

代 特集２：ブラジル日系人画家の系譜
13 時より『ボランティアによるガイドツアー』

コレクション展Ⅲ
チカラ。－森村泰昌の小宇宙－
13 時より『ボランティアによるガイドツアー』

一般：500 円
大学生：400 円
高校生：250 円
65 歳以上：250 円
中学生以下無料

トでアートこうべ２０１０
○最終日は 15 時 30 分で閉場

ギャラリー棟３階

ギャラリー
無 料

文化祭美術工芸部門展

高等学校美術展
○最終日は 15 時で閉場

ギャラリー棟３階

ギャラリー
無 料

西女性絵画展
時～17 時。最終日は 16 時で閉場

ギャラリー棟３階

ギャラリー
無 料

ックコンサート

た・チェロそしてピアノ～
ネーズ」、「別れの曲」ほか

井快哉（ピアノ）、永井和子（ナレーター）

アトリエ１

14：00～
無 料

（定員：150 名）

ル」 関連イベント

男をさがせ！」

レクチャー

ルーム

13：30～14：00

無 料
（定員：100 名）

タル～R．シューマンに寄せて～
ク」、「幻想曲」ほか

（ピアノ）

エントランス

ホール

14：00～

無 料
（定員：200 名）

サート～ヨーロッパからの便り～
・こうもり」より“田舎娘を演じるには” ほか

）、畠彩子（ピアノ）

エントランス

ホール

14：00～

無 料
（定員：200 名）

ル」 関連イベント
0 周年事業

ｳﾞｧﾛｯﾄﾝの《5 人の画家》をめぐって」
総合文化研究科教授）

ミュージアム

ホール

14：00～

無 料
（定員：250 名）

ランドの風」
キャロラン「エレナー・ブランケット」ほか

ハープほか）、グローニャ・ハンブリー（アイリッシュ・ハープ）

アトリエ１

15：00～
3,000 円

（定員：150 名）

サイタル～音と色彩の描写空間～
・リミニ」による幻想曲 ほか
、三浦槙子（ピアノ）

ホワイエ

14：00～
無 料

（定員：200 名）

コレクション展 無料☆
ナー ●アートであそぼ！

ビデオ上映会 ●友の会特設カウンター

●美術館七不思議ツアー ほか

美術館内

10：00～
無 料

※一部有料

季節外れの怪談話も～
●出演：桂福丸、桂阿か枝（落語家）

アトリエ１

14：00～
500 円

（定員：150 名）

ズの魔法使」
ランド、バート・ラー、ジャック・ヘイリーほか

：30～、②13：00～、③15：30～ 】

ミュージアム

ホール

800 円
（定員：各回 250 名）

（各回入替制）

世講演会「建築と環境」
妹島和世×蓑 豊（当館館長）

ギャラリー

14：00～

一般：1,000 円
高校生以下：500 円
※未就学児童不可

サート＞～ヴェルサイユ宮廷舞踏～ 
、アラン・マレ「ラ・フォリア」ほか 
口裕子（ヒストリカルダンサー）、 

ュート）、安田加奈、堀智子（ダンス） 

アトリエ１ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

界～初心者のための能講座～ 
衣装の解説の後、謡の練習をします。 

井基晴（能楽シテ方観世流準職分） 

アトリエ１ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 


