
 

 

5 日（土） 

美術館の調べ 小西千恵子・佐田めぐみデュオコンサート 
～Collection of our Favorites～ 

●曲目：バッハ「ソナタ変ホ長調」／バートン「フルートとピアノのためのソナチネ」 ほか 
●出演：小西千恵子（フルート）、佐田めぐみ（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

6 日（日） ドキュメンタリー映画上映会 「かみさまとのやくそく」 
 【①11：30～13：30、②14：30～16：30】（開場は各 30 分前） ●主催：(株)スマイルズ 

ミュージアムホール 
1,200 円 
（定員：250 名） 

美術館の調べ ヴァイオリン、クラリネットとピアノによる春のコンサート 
●曲目：ストラヴィンスキー「兵士の物語ハチャトゥリアン「三重奏曲」 ほか 

●出演：辻本恵理香（ヴァイオリン）、高橋由有子（クラリネット）、和泉真子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

12 日（土） ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 「もうひとりの息子」 
●脚本・監督：ロレーヌ・レヴィ 出演：エマニュエル・ドゥヴォス、パスカル・エルベ、ジュール・シトリュクほか 

（2012 年フランス映画 105 分） 【①10：30～、②13：15～、③15：30～】 

●イスラエルとパレスチナで取り違えられた二人の息子。「敵」なのか｢息子｣か、家族の葛藤を描く
東京国際映画祭グランプリ＆監督賞作品。 

ミュージアムホール 

1,000 円 
※芸術の館友の会 
会員は 500 円 

（定員：250名） 

県美亭ワンコイン寄席～とかく人情が薄くなったなぁと言われる今日この頃～ 
●口演演目：露の吉次「鹿政談」 露の慎悟「薮入り」 
※チケットは当日午後 1時から会場受付にて販売 

レクチャールーム 
14：00～ 

500 円 
（定員：100 名） 

SaxSox First Concert  
 ●主催：SaxSox  後援：高見楽器工房 

アトリエ 1 
15：00～ 
（14：30 開場） 

2,000 円 
学生：1,500 円 
（定員：150 名） 

13 日（日） 

まさゆめ Project 報告会 
●主催：特定非営利活動法人しゃらく 

ミュージアムホール 
13：30～ 
（13：00 開場） 

無 料 
（定員：250 名） 

夢見るフランス絵画 印象派からエコール・ド・パリへ 関連事業 
学芸員による解説会 

レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 
19 日（土） 美術館の調べ 泉麻衣子ピアノリサイタル 

●曲目：ショパン「エチュードより」／ラフマニノフ「ピアノソナタ第 2 番」 ほか 
●出演：泉麻衣子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

26日（土）･27日(日)

2014 年度 美術館の日イベント 
●キーワードパズル ●ネットミュージアム兵庫文学館検定 ●美術館七不思議ツアー ●おとな

も子どもも絵本大好きコーナー ●わくわくドキドキえほんのじかん ●アートであそぼ！ ●ビデ
オ上映会 ●ポスター・チラシでたどる歩み ●友の会へようこそ など、楽しいイベント盛り沢山です。 

ご家族揃ってぜひお越しください。 

美術館館内 

10：00～ 
無 料 

（一部 要観覧券） 

ノアの方舟－蒐 集
コレクション

による作品たち 関連事業 

学芸員によるギャラリートーク 

展覧会会場 

16：00～ 
※エントランスホール集合

無 料 
（ただし要観覧券） 
（定員：20 名） 

美術館の調べ 400 回記念 ピアノトリオ オリオンリサイタル 
●曲目：ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲 第 4 番 変ロ長調 作品 11≪街の歌≫」 ほか 

●出演：ピアノトリオ オリオン＝久津那綾香（ヴァイオリン）、孫工惠嗣（チェロ）、菱谷祐衣（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 
26 日（土） 

震災と防災を考えるシンポジウム  
●主催：近畿不動産鑑定士協会連合会 

ミュージアムホール 
13：30～17：30 

無 料 
（定員 250 名） 

こどものイベント  

アートであそぼ！ 「瀧川ミュージアムティーチャーの缶バッジ工場
ファクトリー

」 
●世界にひとつしかない素敵な缶バッジを作ってみよう。小さなお子さんや大人の方も大歓迎です。 

ホワイエ 

11：00～14：00 
受付は 13：30 まで 

100円～300円 
入退場自由 

※先着順、材料が無
くなり次第終了 

27 日（日） 四季シリーズコンサート＜春＞ 雁瀬由香＆大木有子 ジョイントコンサート 
～ピアノとソプラノの調べ～ 

●曲目：グリーグ「春に寄す」／リスト「ハンガリー狂詩曲第 12 番」／下村正彦「あぜ道に」 ほか 
●出演：雁瀬由香（ピアノ）、大木有子（ソプラノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 

2,000 円 
（定員：150 名） 
※全席自由 

4/12（土）  
～ 

6/1（日） 

（阪神・淡路大震災 20 年展）  

特別展 夢見るフランス絵画 印象派からエコール・ド・パリへ  
●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) 

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 

3/22（土） 
～ 

7/6（日） 

（2014 年度 県美プレミアム展） 

特集：ノアの方舟－蒐集
コレクション

による作品たち 
●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、ただし内容により、要観覧券） 

一  般：510 円 
大学生：410 円 
高校生：260 円 
65 歳以上：255 円 
中学生以下無料 

4/9(水)～13(日) 
第 36 回 國際書画関西展 

※10:00～18:00 ただし、13 日は 15:00 まで 
 ●主催：國際書画連盟 

ギャラリー棟3階 無 料 

4/24(木)～27(日) 
第９回現代仏教美術会展 

※11:00～17:30 ただし、27 日は 11:00～16:00 まで 
 ●主催：特定非営利活動法人 関西仏教美術会 

ギャラリー棟3階 

展

覧

会

料

金 

無 料 

４月のイベント 

※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 ★アートとともだち！ 平成２６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 


