
 

 

 

10/27（土）  
～ 

12/24（月・振休） 

特別展 キュレーターからのメッセージ 2012 現代絵画のいま 
●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』 

※神戸市立博物館で開催中の「マウリッツハイス美術館展」チケット半券ご提示で、団体割引料金を適用します。 

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 

11/17（土）  
～ 

2013/2/24（日） 

2012 年度 コレクション展Ⅲ  
コレクション名品選 ：こんな人がいた！兵庫美術家列伝 
小 企 画 ：赤鉛筆のアウトサイダー 小幡正雄展 

●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』 

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 

11/27（火）  
～ 

12/24（月・振休） 
チャンネル 3 河合晋平博物館 アトリエ 1 無 料 

11/28（水）～12/2（日） 第 4 回 ２１世紀関西女性絵画展 
※10:00～17:00、ただし２日は 10:00～16:00 ●主催：２１世紀関西女性美術家連盟 

ギャラリー棟3階 
ギャラリー 

無 料 

 
12/11（火）～16（日） 

宮本進写真展 「彷徨の街大阪」 
※10:00～18:00 ただし 11 日は 16：00～18：00 ●主催：宮本進 

ギャラリー棟3階 
ギャラリー 

無 料 

現代絵画のいま展 関連事業 石田尚志映像上映会 
●「現代絵画のいま」に出品中の石田尚志氏に自選いただいた映像作品を大画面で上映します。 

ミュージアムホール 

16：30～ 
無 料 

（ただし要観覧券） 
1 日（土） 

美術館の調べ 平本直規ピアノリサイタル 
●曲目： J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集第 2巻第 23 番ロ長調」／モーツァルト「ピアノ・ソナタ

第 18 番ニ長調」／ ラフマニノフ「前奏曲作品 23-2.4.5」ほか ●出演：平本直規（ピアノ） 

ホワイエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

チャンネル 3 河合晋平博物館 関連事業 

 こどものイベント「“オルブテルアール”の創り方」 
●講師：河合晋平（本展出品作家） 

●河合晋平さんと一緒に展覧会を見て、河合さんの作品のひとつ「オルブテルアール」をつくってみよう。 

アトリエ 2 

13：30～ 

1,000 円 
(小・中学生とその

保護者 30 名) 

2 日（日） 
世界の音楽 Asian Fantasy「花様芳華」～中国民族楽器＆歌の調べ 

●曲目：緑島小夜曲、豫北叙事曲、久遠の河、佐渡情話ほか 
●出演：李浩麗（りこうれい。歌唱）、付虹（ふほん。揚琴）、何歓（かかん。琵琶）、 

王秀華（おうしゅうか。二胡）、山下憲治（シンセサイザー） 

ミュージアムホール

14：00～ 
（13:30 開場） 

3,500 円 
※前売り：3,000 円 
（定員：250 名） 

兵庫県立美術館開館 10周年記念事業／第８回 KEN‐Vi 文化セミナー 
フォーラム「あさっての美術館」～未来のミュージアムを考える～ 

第１部 プレゼンテーション「あさっての美術館」 
「デザイン表現の場としての美術館」 大阪大学大学院教授 川崎 和男氏 
「アンドロイドと未来生活」 大阪大学大学院教授 石黒 浩氏 

第２部 フォーラム「あさっての美術館」 
毛利 衛氏（日本科学未来館館長）、川崎 和男氏、石黒 浩氏、蓑豊（当館館長） 

ギャラリー 
14:30～17:00 
（14:00 開場） 

1,500 円 
（定員：500 名） 

8 日(土)  

現代絵画のいま展 関連事業 こどものイベント「線香で絵を描いてみよう」 
●講師：居城純子（本展出品作家） 

●居城純子さんと一緒に作品をつくってみよう。なんと線香を使って和紙に絵を描くんだって！ 
どんな作品ができあがるんだろう？！楽しみだね。 

アトリエ 2 

13：30～ 

500 円程度 
(小学校３年生～

中学生 30 名) 

県美亭ワンコイン寄席～落語で奏でる音楽ショー（笑） 
出演・演目：露の吉次「君よモーツァルトを聴け（桂三枝作）」、桂坊枝「火焔太鼓」 

※チケットは当日午後 2時から会場受付で発売 

レクチャールーム 

15：00～ 
500 円 

（定員：100 名） 
9 日（日） 

「学生プロジェクトプラン・コンペ 2012」最終選考会 
●主催：大学コンソーシアムひょうご神戸 学生交流委員会 

ミュージアムホール 
12：00～ 

無 料 
（定員：250 名） 

現代絵画のいま展 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 

企画展示室 

16：00～ 
無 料 

(ただし要観覧券) 

美術館の調べ 音楽で旅するヨーロッパ ～ヴァイオリン・ピアノコンサート 
●曲目：ベートーヴェン「ヴァイオリンソナタ第5番より第1楽章“スプリングソナタ”」／ショパン「軍隊

ポロネーズ」／フランク「ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調第 4楽章」ほか 
●出演：山田知代（ヴァイオリン）、村田夏帆（ピアノ） 

エントランスホール 
14:00～ 

無 料 
（定員：200 名） 15 日（土） 

 
ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 「ベニスに死す」 

監督：ルキーノ・ヴィスコンティ 出演：ダーク・ボガート、シルヴァーナ・マンガーノほか 

（1971 年イタリア＝フランス映画 131 分）【1 回目 10：30～、2 回目 13：10～、3 回目 15：50～】 
●信念が脆くも崩された芸術家を蝕む老いと孤独、若さと美しさへの憧れ、その先に訪れる”死”の物語 

ミュージアムホール 
1,000 円 

（定員：各回250名） 

（各回入替制） 

22 日（土） 

美術館の調べ ミュージックベルクリスマスコンサート 
～地上に舞いおりた天使の歌声～ 

●曲目：讃美歌メドレー（もろびとこぞりて・荒野のはてに・聖夜～）／クリスマスメドレー（ジングル
ベル・ウインター ワンダーランド～）／アメージンググレイス／愛の夢 ほか 

●出演：ミュージックベルｗｉｔｈピアノ＆ギター＝村上麻央（ハンドベル）、山根邦子（ハンドベル）、 
石原綾乃（ピアノ）、谷口啓（ギター） 

ホワイエ 

14：00～ 
無 料 

(定員：150 名) 

24 日（月・祝） 現代絵画のいま展 関連事業 石田尚志映像上映会 
●「現代絵画のいま」に出品中の石田尚志氏に自選いただいた映像作品を大画面で上映します。 

ミュージアムホール 

14：00～ 
無 料 

（ただし要観覧券） 

１２月のイベント 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就園前のお子さま）： 12月は2日(日)、5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 

※こどもの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 

●12月 25 日から 30日までは、メンテナンスのため休館します。また 12月 31 日から 1月 1日までは年末年始で休館します。● 

★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」 
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 


