９月のイベント
6/8（土）

☆9 月 30 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。特別展有料ご観覧者に 11 月 2 日からの
「昭和モダン 絵画と文学 1926-1936 展」の特別招待券を進呈＞
一 般：1,500 円
大学生：1,100 円
高校生・65 歳以上：750 円
中学生以下無料

特別展 奇跡のクラーク・コレクション−ルノワールとフランス絵画の傑作−

〜

●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』(無料)

9/1（日）
9/14（土）

※連携イベント「体験！『水と緑のオアシス鳥取』」を北入口にて開催

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

特別展 生誕 130 年 橋本関雪展

〜

10/20（日）

●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』(無料)

（2013 年度 コレクション展Ⅱ）

7/6（土）
〜

11/10（日）

小企画 ： 美術の中のかたち−手で見る造形
近いかたち、遠いかたち−岡普司・重松あゆみ・中西學−
特 集 ： 新収蔵品紹介 「信濃橋画廊コレクション」を中心に

●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』(無料、ただし要観覧券）

7/6（土）

マリー・アントワネット物語展

〜

9/1（日）

ハートでアートこうべ 2013
9/12（木）〜15（日）
6 日（金）
7 日（土）

ギャラリー棟３階

主催：朝日新聞社・東映・関西テレビ放送 共催：兵庫県立美術館

※10:00〜17:00（15 日は 10:00〜15:30）●主催：ハートでアートこうべ実行委員会
●シンポジウム 「障がい者アートの現場は語る Part2 〜あなたの施設では
どうしていますか？〜」：9/14（土）13：30 よりアトリエ１にて開催
●表彰式：9/15（日）14:15 よりミュージアムホールにて開催
●講師：安藤忠雄氏

美術館の調べ 城綾乃 中村圭介 デュオコンサート
●曲目：ビゼー「『子供の遊び』より『こま』『ギャロップ』」ほか●出演：城綾乃、中村圭介（ピアノ）

学芸員によるギャラリートーク

●講師：当館学芸員

学芸員アートトーク 「世界での具体事情」
14 日（土）

●講師：鈴木慈子（当館学芸員）
●世界で注目を集める兵庫ゆかりの前衛美術グループ「具体美術協会」（1954〜1972）について紹介します。

美術館の調べ 大渕雅子 Autumn Concert 〜ピアノ名曲集〜
●曲目：ショパン「子犬のワルツ」／ベートーヴェン「ピアノソナタ第 14 番『月光』」ほか
●出演：大渕雅子（ピアノ）

15 日（日）

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
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

ギャラリー棟 3 階、
1 階 アトリエ１/
ミュージアムホール

安藤忠雄講演会 「環境をとおして建築を考える」

コレクション展Ⅱ 関連事業

展
覧
会
料
金

県美亭ワンコイン寄席 〜人間だもの みんなちがって みんないい！？〜
●口演演目：露の吉次「ちりとてちん」 桂勢朝「永田町商店街 懐メロ歌合戦」
※チケットは当日午後 1 時から会場受付で発売

（ただし要観覧券）

レクチャールーム
17：00〜

（定員：100 名）

ホワイエ
14：00〜

（定員：200 名）

レクチャールーム
14：00〜

（定員：100 名）

ミュージアムホール

世界の音楽 美術館で歌おう〜懐かしき街角音楽〜

ホワイエ
14：00〜

生誕 130 年 橋本関雪展 関連事業 安藤忠雄講演会 「発想力−芸術の力」 ミュージアムホール
21 日（土）

無 料
500 円

（定員：各回 250 名）
（各回入替制）
※芸術の館友の会
会員は 500 円

無 料
（定員：200 名）

無 料

生誕 130 年 橋本関雪展 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）

ホワイエ
14：00〜

（定員：200 名）

ミュージアムホール
14：00〜

（ただし要観覧券）
（定員：250 名）

アトリエ１
13：30〜

（定員：150 名）

●講師：当館学芸員
●担当学芸員が展覧会の見どころをわかりやすく解説します。

生誕 130 年 橋本関雪展 関連事業
記念講演会 「橋本関雪の南画における西洋と中国」
●講師：稲賀繁美（国際日本文化研究センター教授）
※兵庫県立美術館「芸術の館友の会」共催

第１回「関西汗水節大会」
●主催：関西汗水節大会実行委員会 ※開場：13：00
●講師：当館学芸員
●展覧会のみどころをやさしく紹介する愉快な解説会です。

世界の音楽 レクチャーコンサート 井山明典 ブギウギピアノコンサート
●曲目：エンタティナー／ルートビアラグ／ドロシー／マルディグラ イン ニューオリンズほか
●出演：井山明典（ピアノ）
出演：西山厚、南城守、説田晃大、はな（タレント）
●主催：奈良トライアングルミュージアムズ

コレクション展Ⅱ 関連事業 アーティスト・トーク＆ワークショップ／岡普司
●講師：岡普司(本展出品作家) ※兵庫県立美術館「芸術の館友の会」共催（友の会員は 1,000 円）

※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

★一時保育（対象：２ヶ月〜就学前のお子さま）：9 月は 25 日（水）に実施。
予約制。有料。お問合わせ先 「NPO 法人子育ち家族サポートふるーる」 090-3948-3719

無 料
無 料
無 料

500 円
無 料

レクチャールーム （定員：小学生以下と
その家族合わせて
13：30〜
100 名）

ホワイエ
14：00〜

奈良トライアングルミュージアムズ「神戸シンポジウム」奈良の仏像の楽しみ方 ミュージアムホール
29 日（日）

無 料

（定員：250 名）

生誕 130 年 橋本関雪展 関連事業 おやこ解説会

28 日(土)

無 料

15：00〜

●曲目： Stella By Starlight（星影のステラ）／Body & Soul（身も心も）ほか
●出演：谷口知巳（トロンボーン）、杉原俊（ギター）、芝田奨（ベース）

23 日(月・祝)

無 料
（定員：150 名）

●講師：安藤忠雄氏 ※午後 1 時より整理券を配布、直筆サイン入り著書を抽選でプレゼント

美術館の調べ イントロデューシング 谷口知巳〜トロンボーンとジャズ〜

22 日（日）

（定員：100 名）

800 円

監督：ディヴィッド・バトラー 出演：ドリス・デイ、ゴードン・マックレー ほか
（1950 年／アメリカ映画／98 分） 【1 回目 10：30〜、2 回目 13：00〜、3 回目 15：00〜】
●ドリス・デイが華麗に歌い、踊るオシャレなミュージカルコメディ！
●曲目：銀座カンカン娘／ジャパニーズ・ルンバ／胸の振り子／草原情歌／ケ・セラセラほか
●出演： trioDing＝李浩麗(歌)、生田さち子（ピアノ）、池田安友子(パーカッション)

無 料

ミュージアムホール
10：30〜
アトリエ 1
14：00〜
常設展示室
16：00〜

県美シネマクラシック 「二人でお茶を Tea for Two」
20 日（金）

無 料

無 料
（定員：200 名）

無 料

13：30〜

（定員：250 名）

アトリエ１
11：00〜、14：00〜

1,250 円
（定員：各７名）

★アートとともだち！ 平成２５年度兵庫県立美術館「芸術の館友の会」
お申込み受付中！！お問合：078-262-0916

