４月のイベント
1/24（土）

（阪神・淡路大震災 20 年展）

特別展 フェルディナント・ホドラー展

～

4/5（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)

4/18（土）
～

6/7（日）

展

●会期中毎週日曜日と 4/25（土）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)

覧

（県美プレミアム展） 会

3/21（土・祝）

イン・マイ・ルーム/オン・ザ・ロード

IN MY ROOM / ON THE ROAD －私の部屋、あるいは路上にて－

料

●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）

金

～

7/5（日）

特別展 堀 文子 一所不住・旅 展

3/21（土・祝）
～

5/24（日）

（共催展）

ガウディ×井上雄彦 ―シンクロする創造の源泉―
※10:00～18:00 ●主催：毎日新聞社、朝日放送、東映

ギャラリー棟
３階

貝原俊民さんを偲ぶ講演会シリーズ第２回 安藤忠雄記念講演会
※10：00 よりホワイエにて整理券を配布します。

4 日（土）

美術館の調べ

大西幸生オーボエリサイタル

●曲目： F.プーランク「オーボエとピアノのためのソナタ」／J.W.カリヴォダ「サロンのための小品 Op.228」ほか
●大西幸生（オーボエ）、秋元孝介(ピアノ)

ガウディ×井上雄彦 関連事業 「ガウディと井上雄彦が見る風景」
●講師：光嶋裕介（建築家、本展公式ナビゲーター）
※正午より、1 階ホワイエにて整理券を配布します。

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン

11 日（土）

トランペットとピアノ 春の訪れ

アトリエ 1
14：00～

無 料
（定員：150 名）

無 料
レクチャールーム
（定員：100 名、ただし
14：00～（13:30 開場） 要整理券・観覧券）
1,000 円
ミュージアムホール

※芸術の館友の会
会員は 500 円

（定員：250 名）

エントランスホール
14：00～

（定員：150 名）

アトリエ 1
14：00～

（定員：150 名）

●キーワードパズル ●ネットミュージアム兵庫文学館クイズ ●美術館の七不思議ツアー ●おと
なも子どもも絵本大好き！絵本コーナー ●わくわくドキドキえほんのじかん ●ビデオ上映「美の巨
人たち：洋と和のモダニズム」 ●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～

（一部 要観覧券）

堀 文子 一所不住・旅 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）

アトリエ 1
14：00～

（定員：150 名）

●曲目：アルチュニアン「トランペット協奏曲」、小六禮次郎「うらら・イン・ザ・スカイ」ほか
●出演：山崎友加（トランペット）、今井彩香（ピアノ）

18 日（土）

ミュージアムホール （定員：250 名、ただし
要整理券・
14：00～
要ホドラー展観覧券）

「めぐり逢わせのお弁当」

●監督・脚本：リテーシュ・バトラ ●出演：イルファーン・カーン、ニムラト・カウルほか
（2013 年/インド＝フランス＝ドイツ/1 時間 45 分） 【①10：30～、②13：00～、③15：10～】
●インドの大都会ムンバイ。冷めた夫の愛情を取り戻そうと、お弁当作りに精を出すイラ。ある日、
お弁当が空っぽに。夫が食べたのではないと気づいたイラは、次のお弁当に見知らぬ誰かへの
お礼の手紙を忍ばせる…。

美術館の調べ

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
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
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
一 般：1,500 円
大学生：1,000 円
高校生・65 歳以上：750 円
中学生以下無料

美術館の調べ

内藤裕子ピアノリサイタル

●曲目：シューマン「幻想曲」より／ラフマニノフ「絵画的練習曲『音の絵』」より／ショパン「バラード第3 番」ほか
●出演：内藤裕子（ピアノ）

無 料

無 料

2015 年度 美術館の日イベント
25 日（土）･26 日（日）

●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。

25 日（土）

美術館の調べ

山崎真ピアノ・リサイタル

●曲目：ドビュッシー「水の反映」／ラヴェル「鏡」よりほか
●出演：山崎真（ピアノ）

堀 文子 一所不住・旅 展 関連事業
記念講演会「極上の流転ー堀文子への旅」
●講師：村松友視氏（作家 『極上の流転―堀文子への旅』）
☆聴講に必要な観覧と講演会のセット券のご購入について、詳しくは展覧会チラシまたはＨＰをご覧ください。

26 日（日）

トリオガルモニア コンサート Vol.4
※学生は 1,500 円●主催：トリオガルモニア

IN MY ROOM / ON THE ROAD －私の部屋、あるいは路上にて－ 関連事業

学芸員によるギャラリートーク
29 日（水・祝）

●講師：本田昌昭（大阪工業大学工学部建築学科准教授）
※正午より、1 階ホワイエにて整理券を配布します。

無 料

無 料

要セット券☆
ミュージアムホール
（2,000 円、要事前購入）
14：00～
（定員：230 名）
アトリエ 1
14：00～（13:30 開場）
２階展示室
16：00～
※エントランスに集合

ガウディ×井上雄彦 関連事業 「ガウディと近代」

無 料

2,500 円
（定員：150 名）

無 料
（ただし要観覧券）

無 料
レクチャールーム
（定員：100 名、ただし
14：00～（13:30 開場） 要整理券・観覧券）

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：4 月は 22 日（水）、29 日（水・祝）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
★アートとともだち！ 平成２７年度兵庫県立美術館「芸術の館友の会」
※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

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

