
 

 

 

 

10/15（水）  
～ 

12/28（日） 

（阪神・淡路大震災 20 年展）  

特別展 だまし絵Ⅱ Visual Deception Ⅱ Into the Future 
●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)  

展

覧

会

料

金 

一  般：1,400円 
大学生：1,000円 
高校生・65歳以上：700円 
中学生以下無料 

7/19（土） 
～ 

11/9（日） 

（県美プレミアム展）  

小企画：美術の中のかたち－手で見る造形 
    横山裕一展「これがそれだがふれてみよ」 

特  集：鳥・獣・人・等～新収蔵品を交えて 
●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 

11/22（土） 
～ 

3/8（日） 

（阪神・淡路大震災 20年展／ 県美プレミアム展）  

阪神・淡路大震災から 20年 
●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 

10/8（水） 
～ 
11/9（日） 

木梨憲武展×20years  INSPIRATION―瞬間の好奇心 
※10：00～18：00 10/15からの特別展期間中の金・土曜日は 20：00 まで 

 ●主催：産経新聞社、関西テレビ放送 

ギャラリー棟 

３階 

一般・大学生：1,300円 
中・高校生：700円 
小学生以下無料 

11/12（水）～20（木） 第５回 ２１世紀関西女性絵画展 
 ※10：00～17：00ただし 20日は 16：00 まで ●主催：２１世紀関西女性美術家連盟 

ギャラリー棟３階 無 料 

11/22（土）～23（日・祝） 第３８回兵庫県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門展 
 ※22日：10：00～17：00、23日は 15：30 まで ●主催：兵庫県、兵庫県教育委員会 ギャラリー棟３階 無 料 

11/27（木）～30（日） 第 13回障がい者公募作品展 ハートでアートこうべ２０１４ 
※10:00～17:00、ただし 30日は 15:30 まで ●主催：ハートでアートこうべ実行委員会 ギャラリー棟３階 無 料 

1日（土） 

だまし絵Ⅱ 関連事業 「トリック写真を撮りっこしよう」 
●出品作品をヒントに、美術館の建物や敷地の中で、現実にはありえない写真を撮ってみよう！ 

※デジタルカメラ持参のこと 

アトリエ２ 

10：30～15：30 
500円程度（材料費、保険） 

（定員：30名 小・中学生とその保護者） 

第 8回 予防医学セミナー ●主催：（公財）先端医療振興財団 ミュージアムホール
13：30～（開場13：00） 

無 料 
（定員：250名） 

2日（日） 県美亭ワンコイン寄席 ～♡フカもプリンも恋をする？～ 
●口演演目：露の吉次「兵庫船」 桂小春團治「冷蔵庫哀詩」※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） 

3 日（月・祝） 

第 11回 KEN-Vi文化セミナー「国際的芸術家としてのロダン」 
講師：カトリーヌ・シュヴィヨ氏 （フランス･国立ロダン美術館館長） 

ミュージアムホール

14：00～ 
無 料 

（定員：250名） 

ミュージアムロード アート・ワークショップ 
講師：椿昇 (作家・京都造形芸術大学教授)、家成俊勝（建築家・京都造形芸術大学准教授） 

アトリエ 2 

10：00～ 
無 料 

文化の日に贈るクラシックコンサート  水澤節子＆ディーヴァたち 
●曲目：秋のうたメドレー/オペラ「蝶々 夫人」より「ある晴れた日に」/オペラ「メリー・ウィドゥ」より「ヴィリアの歌」ほか 

●出演：水澤節子、日隈葉子、大木有子、春名真由美（ソプラノ）、雁瀬由香、神吉佐智恵（ピアノ） 

ホワイエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

8日（土） だまし絵Ⅱ 関連事業 学芸員による解説会 
●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。 

レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100名） 

9日（日） 

だまし絵Ⅱ 関連事業 安藤忠雄講演会「芸術の力」 
※9：30 よりホワイエにて整理券を配布します。 

ミュージアムホール 

11：30～ 
無 料 

（定員：250名、ただし要整理券・観覧券） 

みのゆたかプロデュース  
若者達と向井修二のインスタレーション 記号で遊ぶ≪輝け円形劇場≫ 

●世界的に注目される向井修二氏が当館円形劇場を記号アートで埋めつくします。 

円形劇場 
13：30～ 無 料 

美術館の調べ 山本尚美ピアノリサイタル 
●曲目：バッハ「シャコンヌ」（ブゾーニ編）／モーツァルト「幻想曲 ニ短調 K397」ほか 

●出演：山本尚美（ピアノ） 

ホワイエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

15 日（土） 

だまし絵Ⅱ 関連事業 「おやこ解説会」 
●展覧会のみどころを、担当学芸員が家族向けにわかりやすくお話します。展覧会の前にぜひ！ 

※申し込み不要。13:15～レクチャールームにお集まりください。 

レクチャールーム 

13：30～ 

無 料 
（定員：100名 小学生以下の 

こどもとその家族） 
美術館の調べ 内藤菜穂子ピアノリサイタル 

●曲目：ショパン「エチュード Op.10-4」／ベートーヴェン「ピアノソナタ第 23番『熱情』」ほか 
●出演：内藤菜穂子（ピアノ） 

ホワイエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

16 日（日） だまし絵Ⅱ 関連事業 記念講演会「だまし絵と錯視」 
●講師：北岡明佳氏（立命館大学文学部教授） 

ミュージアムホール 

14：00～ 
無 料 

（定員：250名） 

21 日（金） 
県美シネマクラシック ～西部劇特集～ 

「真昼の決闘」 10:30～ 監督：フレッド・ジンネマン、出演：ゲーリー・クーパー、グレース・ケリー 

「シェーン」 13:30～ 監督：ジョージ・スティーブンス、出演：アラン・ラッド、ジーン・アーサー 

ミュージアムホール 

 800円 ※2回券を当日 
10：30 まで、1,200円で販売 
（各回入替制）（定員：各回250名） 
※芸術の館友の会会員は 500円 

22 日（土） 

関西 

文化

の日 

    

☆ 
 

県美
プレ
ミア
ム展
Ⅱ 
無料 

 
☆ 

だまし絵Ⅱ 関連事業 クッキープレゼント 
展示室入口 

クッキー引換券を配布 
無 料 
（先着順） 

美術館の調べ 三瀬直子・諸田大輔フルートデュオリサイタル 
●曲目：バッハ「トリオ・ソナタ ト短調」／ドップラー「アンダンテとロンド」ほか 

●出演：三瀬直子、諸田大輔（フルート）、中島尚子（ピアノ） 

アトリエ 

14：00～ 

無 料 
（定員：150名） 

阪神・淡路大震災から 20年 関連事業 学芸員によるギャラリートーク 
●第一部の「自然、その驚異と美」について、担当学芸員が作品を前にお話しします。 

2階展示室内 

16：30～ 
無 料 

だまし絵Ⅱ 関連事業 学芸員による解説会 
●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。 

レクチャールーム 

18：30～ 
無 料 

22 日（土） 

・ 

23 日（日・祝） 

「みんなのヴォルガノーチル展」 ●「夏休みスペシャル2014」でみんなに創ってもらった

“ヴォルガノーチル”。河合さんが手を加えて完成してくれた作品を美術館の中で紹介します。 
美術館内 無 料 

「くるみボタンバッジ工場（ファクトリー）」 ●立ち寄り式のイベントです。受付
時間内に遊びに来てね。※最終受付は 15：30。ただし材料がなくなり次第終了します。 

ホワイエ 
13：30～16：00 
※23日は 10：30～ 

１００円 
（先着順） 

☆そのほか・・・ ●美術館七不思議ツアー、ネットミュージアム 兵庫文学館クイ
ズ、絵本コーナー、「M.C.エッシャー」ビデオ上映会など楽しいイベントを開催します！ 

美術館館内 

10：00～ 
無 料 

23 日（日・祝） 
美術館の調べ 井上晴美ソプラノリサイタル～愛の歌～ 

●曲目：ヘンデル「恋の矢はなつ瞳よ 君を讃えん」／マルチェッロ「私を燃え立たせるあの炎」ほか 
●出演：井上晴美（ソプラノ）、片桐えみ（ピアノ） 

アトリエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

24日（月・振休） 

おやつの時間のアラスカフォトライブショー8th 
前売券：2,000円、当日券：2,800円  ●主催：ＮＰO法人オーガニック・ライフコラボレーション 

ミュージアムホール 

13：00～ 
2,800円 

（定員：250名） 

カラントトロワ Vol.1 オペラ「コジ・ファン・トゥッテ～ハイライト上演～」 
前売券：2,000円、当日券：2,500円 ●主催：カラントトロワ 

アトリエ 
14：30～（開場14：00） 

2,500円 
（定員：100名） 

29 日（土） 

だまし絵Ⅱ 関連事業 学芸員による解説会 
●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。 

レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100名） 

竹中大工道具館３０周年記念巡回展「日中韓棟梁の技と心」展 
記念講演会 「日中韓の棟梁 技を語る」●主催：（公財）竹中大工道具館 

ミュージアムホール 

11：00～17：30 
無 料 

（定員：250名） 

美術館の調べ 亀山薫ピアノリサイタル 
●曲目：モーツァルト「ピアノソナタ第 8番イ短調」／メンデルスゾーン＝リスト「歌の翼」ほか 

●出演：亀山薫（ピアノ） 

ホワイエ 
14：00～ 

無 料 
（定員：150名） 

11月のイベント 

 

 

★一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：11月5日（水）、24日（月・振休）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 

※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」お申込み受付中！！お問合：078-262-0916 


