１１月のイベント
特別展
榎忠展−美術館を野生化する−

10/12（水）
〜

11/27（日）

10/1（土）
〜

11/23（水・祝）

7 日,14 日,21 日
の月曜日は開館します。
(28 日月曜日のみ休館)
一 般：1,200 円
大学生：900 円
高校生・65 歳以上：600 円
中学生以下無料

●12 日（土）16 時より、「学芸員 によるギャラリートーク」
●会期中毎 週日曜 日の午 前 11 時より 『ミュージアム・ボランティアによる解説会』
※会期中無 休

神戸ビエンナーレ 2011 招待作家展
日独 150 周年記念 「REFLEXIONEN ひかり いろ かたち」
＋
注目作家紹介プログラム チャンネル２

神戸ビエンナーレ：（神戸ハー
バーランド会場との共通券。会
期中の２日間有効。連続しない
日も可）/大人：1200 円、大学
生・シルバー：500円、高校生以
下無料 チャンネル２：無料

※10 時より 18 時まで 会期中無休 最終日は 17 時まで

7/16（土）
〜

11/6（日）

2011 年度 コレクション展Ⅱ
特集展示 ： おひろめのあいさつ〜新収蔵品紹介
小企画 ： 美術の中のかたち−手で見る造形 桝本佳子展 やきもの変化
●会期中の金・土・日曜日の 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』

2011 年度 コレクション展Ⅲ

11/19（土）
〜

小企画： 安井仲治の位置

3/11（日）
3 日（木・祝）

5 日（土）

●会期中の金・土・日曜日の 13 時より『ボランティアによるガイドツアー』

文化の日に贈るクラシックコンサート 田中潤子と秋のひとときを
●曲目：山田耕筰「この道」／プッチーニ「いとしいお父様」ほか
●出演：田中潤子（ソプラノ）、坂本恵子（ピアノ）

美術の調べ 釈迦郡洋介ピアノリサイタル〜リスト生誕２００年に寄せて〜
●曲目：ショパン「英雄ポロネーズ」／リスト「ハンガリー狂詩曲第２番」ほか
●出演：釈迦郡洋介（ピアノ）

神戸ビエンナーレ関連事業「きら kira コンサート」

6 日（日）

Luccichio della musica

〜音楽のきらめき〜

●出演：金子浩三 (ﾋﾟｱﾉ)、田中留美子(ソプラノ)、林寿宣（テノール）、ロムアルド・バローネ（クラリネット）

12 日（土）

美術館の調べ

トリオ「ル・フレール」コンサート〜フルート×オーボエ×ピアノ〜

●曲目：フォーレ「ドリー」より 子守歌 ／ドゥメルスメン「ウィリアム･テル」の主題による華麗な二重奏曲 ほか
●出演：櫻井恵里奈（フルート）、藤吉沙知（オーボエ）、武市直子（ピアノ）

公共建築の日イベント

16 日（水）

18 日（金）

講演会「都市における防災と減災」

●講師：奥村与志弘氏（人と防災未来センター主任研究員）
主催：社団法人公共建築協会近畿地区事務局

榎忠展 関連事業
佐渡裕・榎忠・蓑豊トークショー「美術と音楽」
●出演：佐渡裕（指揮者）、榎忠（特別展出品作家）、蓑豊（当館館長）

第 18 回大阪ヨーロッパ映画祭 兵庫 EU 協会特別上映
19 日（土）

フィンランド映画 「ツイステッド・ルーツ」 14：00〜15：50 「禁じられた果実」 16：20〜18：15
主共催：大阪ヨーロッパ映画祭実行委員会 大阪ヨーロッパ映像文化振興会 兵庫 EU 協会
(公財)兵庫県国際交流協会

美術館の調べ 松本友樹コントラバスリサイタル
〜低音の響き コントラバスの調べ〜
●曲目：レハール「メリーウィドウ」より ヴィリアの歌 ／シューマン「アダージョとアレグロ」ほか
●出演：松本友樹（コントラバス）、寺嶋千紘（ピアノ）

関西文化の日イベント
19 日（土）
20 日（日）

20 日（日）
25 日（金）

26 日（土）

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

ホワイエ
14：00〜
エントランス
ホール
15：30〜
アトリエ２
15：00〜
エントランス
ホール
14：00〜
ミュージアム
ホール
14：00〜

無 料
（定員：150 名）

無 料
（定員：200 名）
2,500 円
（定員：150 名）

無 料
（定員：200 名）

無 料
（定員：200 名）

18：00〜
展示会場にて

無 料
※要観覧券

ミュージアム
ホール
14：00〜

1,300 円(2 本の
場合 2,000 円

エントランス
ホール
14：00〜

（定員：各回 250 名）
（各回入替制）

無 料
（定員：200 名）

☆コレクション展 無料☆

＜19 日のみ＞●３on３バスケットボール大会（雨天の場合は２０日に）
＜２０日のみ＞●ミニ SL に乗ろう！●榎忠展解説会（予定）
＜両日とも＞●キーワードパズル ●えほんコーナー ●文学館検定 ●ビデオ上映会
●友の会特設カウンター●ミュージアムボランティアのガイドツアー ●美術館七不思議ツアー ほか

関西文化の日スペシャル 「アートであそぼ！」
コレクション展が無料になる関西文化の日に、美術館の持っている作品をみて、工作に挑戦してみよう！

県美シネマクラシック

「黄昏」

監督：ウィリアム・ワイラー 出演：ジェニファー・ジョーンズ、ローレンス・オリヴィエほか
（アメリカ/1951 年/モノクロ/122 分） 【①10：30〜、②13：00〜、③15：30〜 】

美術館の調べ 加藤あや子レクチャーコンサート〜アンサンブルの楽しみ〜
●曲目：ジャン＝ミシェル・ダマーズ「演奏会用ソナタ フルート、チェロ＆ピアノのための 」ほか
●出演：加藤あや子（ピアノ）、北野麻里子（フルート）、庄司拓（チェロ）

美術館内ほか
10：00〜
エントランスホール
11：00〜14：00

無 料
※一部有料
要観覧券

無 料

800 円

ミュージアム
ホール

（定員：各回 250 名）
（各回入替制）

アトリエ１
14：00〜

（定員：150 名）

アトリエ１
15：00〜

（定員：150 名）

無 料

四季シリーズコンサート＜秋＞ 西垣俊朗ファミリーコンサート
27 日（日）

〜愛と別れ、そして希望〜
●曲目：「乾杯」／「魔笛」／「別れ」／「カタリ カタリ」／「別れの曲」ほか
●出演：西垣俊朗（テノール）、西垣千賀子（ソプラノ）、西垣俊紘（バリトン）、石田えりか（ピアノ）

3,000 円

