９月のイベント
9/1（土）
〜

10/14（日）
7/7（土）
〜

11/4（日）

9 月 22 日までクールスポット期間中！！
是非ご利用ください
＜コレクション展Ⅱが半額。特別展(パール展含む)
有料ご観覧者に 10 月 27 日からの「キュレーターから
のメッセージ 2012 現代絵画のいま」の特別招待券
を進呈＞

特別展
バーン＝ジョーンズ展 ‒英国 19 世紀末に咲いた華-

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

●会期中毎週日曜日の 11 時より 『ミュージアム・ボランティアによる解説会』

2012 年度 コレクション展Ⅱ
小企画 ： 美術の中のかたち−手で見る造形 祐成政徳展
特 集 ： 新収蔵品による S.W.ヘイター展

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
★9/22 まで半額になります

●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』

7/28（土）
〜

10/14（日）

日カタール国交樹立 40 周年
パール 海の宝石展

ギャラリー棟 3 階

※本展の観覧券でコレクション展Ⅱもご覧いただけます。

ギャラリー

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

ＫＥＮ−Ｖｉ名画サロン 特別上映会 平成24 年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業

「監督と女優―宿命的な出会い」
1 日（土）

美術館の調べ 大塚純子ピアノリサイタル
●曲目：ショパン「スケルツォ第 1 番」／リスト「ＢＡＣＨの主題による幻想曲とフーガ」ほか
●出演：大塚純子（ピアノ）

バーン＝ジョーンズ展 関連事業

おやこ解説会 「バーン＝ジョーンズさんのファンタジー・ワールド」
8 日（土）

アトリエ１
14：00〜
レクチャールーム
13：30〜

●展覧会の見どころを当館学芸員が家族向けにわかりやすくお話します。

美術館の調べ 大嶋真規子、諏訪部匡司ジョイントコンサート
●曲目：オペラ「椿姫より『乾杯の歌』」／オペレッタ「こうもりより『失礼な冗談ね』」／
ミュージカル「オペラ座の怪人より『Ａll I Ａsk of Ｙou』」ほか
●出演：大嶋真規子（ソプラノ）、諏訪部匡司（テノール）

2012 年度コレクションⅡ関連事業 アーティスト・トーク

9 日（日）

●祐成政徳氏をお招きし、これまでの作品や今回の展示についてお話いただきます。
講師：祐成政徳（美術の中のかたち展出品作家）

15 日（土）

●曲目：カッチーニ「アヴェ・マリア」／ウィニアフスキー「華麗なるポロネーズ」／ラヴェル「ツィガーヌ」ほか
●出演：塩川翔子（ヴァイオリン）、福井優奈（ピアノ）

美術館の調べ 塩川翔子ヴァイオリンコンサート
バーン＝ジョーンズ展 関連事業 記念講演会

「バーン＝ジョーンズとウィリアム・モリス−イギリス世紀末の美学」
16 日（日）

ミュージアムホール

①10：30〜小津安二郎と原節子 「晩春」（1949 年／108 分／松竹・モノクロ）
②14：00〜成瀬巳喜男と高峰秀子 「稲妻」（1952 年／87 分／大映・モノクロ）

エントランスホール
14：00〜
レクチャールーム
14：00〜
エントランスホール
14：00〜
ミュージアムホール
14：00〜

講師：河村錠一郎氏（一橋大学言語社会研究科名誉教授）

世界の音楽 みんなでたのしむこんさぁと②

えほんのおんがくかい
●曲目：子犬のワルツ／乙女の祈り／音楽劇「赤ずきんちゃん」ほか
●出演：山口貢三子・山田裕子・松木栄理（ソプラノ）、田中崇由希（バリトン）、富田美穂（ピアノ）

アトリエ１
14：00〜

県美シネマクラシック 「ひまわり」
21 日（金）

無 料
(定員：小学生以下の
子どもと家族
あわせて 100 名)

無 料
（定員：200 名）

無 料
(ただし要観覧券)
（定員：100 名）

無 料
（定員：200 名）

無 料
(ただし要観覧券)
（定員：250 名）
一般 1,600 円
小学生以下 800 円
3 歳以下無料
（定員：150 名）

1,000 円
ミュージアムホール

バーン＝ジョーンズ展 関連事業 学芸員による解説会

レクチャールーム
16：00〜

（定員：100 名）

常設展示室
16：00〜

(ただし要観覧券)

エントランスホール
14：00〜

（定員：200 名）

2012 年度コレクションⅡ 関連事業 学芸員によるギャラリートーク
講師：当館学芸員

美術館の調べ 園歌織ヴァイオリンリサイタル
●曲目：チャイコフスキー「懐かしい土地の思い出」ほか
●出演：園歌織（ヴァイオリン）、加藤あや子（ピアノ）

バーン＝ジョーンズ展記念コンサート

「音楽でつづるイギリス」
29 日（土）

無 料
（定員：150 名）

監督：ビットリオ・デ・シーカ 出演：ソフィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤンニほか
（1970 年/イタリア/107 分）【1 回目 10：30〜、2 回目 13：30〜、3 回目 15：30〜】
●第二次世界大戦によって引き裂かれた夫婦の悲哀を描いたイタリア映画黄金時代の作品
講師：当館学芸員

22 日（土・祝）

各回 500 円
（定員：各回 250 名）

●曲目：グリーンスリーブス／アニーローリー／エルガー「愛の挨拶」ほか
●出演：繁田千都子・星宮不二子・金川佳永・山田絵美（ソプラノ）、川合亜美（ピアノ）

講演・シンポジウム「世界とつながる、地域をつなげる‐神戸の可能性」
主催：神戸親和女子大学文学部総合文化学科／言語・文化研究所
★アートとともだち！ 平成２４年度兵庫県立美術館「芸術の館友の会」入会受付中！！
美術情報センター内、カウンターにてお申込み受付中。お問合せ：078-262-0916

アトリエ１
14：00〜
ミュージアムホール
13：00〜

（定員：各回 250 名）
（各回入替制）

無 料
無 料
無 料

無 料
(ただし要観覧券)
（定員：150 名）

無 料
（定員：250 名）

※ 計画停電により、一時的に休館する場合があります。実施の際は、

ホームページなどでお知らせします。
※こどもイベントの詳細については 078-262-0908（こどものイベント係）まで

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月〜就園前のお子さま）：９月は 13 日(木)、16 日(日)、19 日(水)に実施。予約制。有料。お問合わせ先 Heart Mam（ハートママ）
090-3948-3719

