９月のイベント
9/19（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☆
県美プレミアム展Ⅱが半額。特別展有料ご観覧者には１２月８日
からの「ジョルジョ・モランディ展」の特別招待券を進呈

～

パウル・クレー だれにも ないしょ。

11/23（月・祝）

●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)

（県美プレミアム展）

7/18（土）
～

11/8（日）

小企画：美術の中のかたち－手で見る造形

ふみ

手塚愛子展 Stardust Letters－星々の文
特 集：ＶＳ（ヴァ―サス）－コレクション新旧対決!?
●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）

9/19（土）
～

11/23（月・祝）
9/1（火）
～

9/6（日）

9/10（木）
～

9/13（日）

9/16（水）
～
9/29（火）

神戸ビエンナーレ 2015

ニッポンのマンガ*アニメ*ゲーム
※10:00～18:00

髙砂流 創の書 第十回 会員展
※10:00～18:00（ただし 1 日は 14：00 から、6 日は 16：00 まで） ●主催：髙砂会

第１４回障がい者公募作品展 ハートでアートこうべ２０１５
※10:00～17:00（ただし 13 日は 15：30 まで） ●主催：ハートでアートこうべ実行委員会

12 日（土）

一 般：250 円
大学生：200 円
高校生：130 円
65 歳以上：120 円
展 中学生以下無料
覧

☆クールスポット期間料金☆

一 般：1,000 円
大学生：700 円
高校生・65 歳以上：500 円
料 中学生以下無料

ギャラリー棟
３階

会

ギャラリー棟
３階

金

無料

ギャラリー棟
３階

無料

ホワイエ

無料

写真から紐解く草原植生と利用の変遷
～六甲山地 東お多福山草原のいまむかし
※10：00～（ただし 16 日は 13：00 から） ●主催：兵庫県立人と自然の博物館ほか

美術館の調べ ルビンシュタインの名曲を発掘！
5 日（土）

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

（特別展）

●曲目：Ｍ.ブルッフ作曲「8 つの小品よりⅠ・Ⅱ」／Ａ.ルビンシュタイン作曲
「ピアノと木管楽器のための 5 重奏曲」
●出演：粉河伸行（ピアノ）、山崎隆弘（クラリネット）、隈本昌洋（ファゴット）ほか

美術館の調べ 大渕雅子ピアノリサイタル
●曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ第 24 番 作品 78『テレーゼ』」／ショパン「アンダンテ・スピアナー
トと華麗なる大ポロネーズ 作品 22」／シューマン＝リスト「献呈」ほか ●出演：大渕雅子（ピアノ）

エントランスホール
14：00～
エントランスホール
14：00～

無 料
無 料
（定員：150 名）

県美シネマクラシック 「旅愁」“September Affair”
18 日（金）

19 日（土）

●監督：ウィリアム・ディターレ ●出演：ジョゼフ・コットン、ジョーン・フォンテイン
【①10：30～ ②13：00～ ③15：30～】（各回入替）
●ローマからフランスに向かう旅客機に乗り合わせたピアニストのマリナと米国人技師デヴィッド。
親しくなった二人はナポリで名所見物に熱中し出発時刻に遅れてしまう。
ところが、その飛行機が墜落事故を起こし、二人は死んだものとされる…。
“セプテンバー・ソング”のメロディに彩られたメロドラマの名作（1950 年 アメリカ）

美術館の調べ 深井千聡ピアノリサイタル～芸術の秋に寄せて～
●曲目：リスト「3 つの演奏会用練習曲より『ため息』」「バラード第 2 番」ほか ●出演：深井千聡（ピアノ）

県美亭ワンコイン寄席

～人生いろいろ♪悪事災ニャン 逃れさせたまえ～
20 日（日）

●口演演目：露の吉次「猫の災難」 桂三歩「悲しみよ こんにちは」（桂三枝作）
※チケットは当日 13 時から会場受付にて販売

パウル・クレー だれにも ないしょ。関連事業
記念講演会「転義する個人言語 －パウル・クレーの詩学」
●講師：石川潤（宇都宮美術館学芸員／本展企画者）

神戸ビエンナーレ 2015 まちなかコンサート アトリエ発 クラシック倶楽部
21 日（月・祝）

22 日（火・振休）

●曲目：ドヴォルザーク「4 つのロマンティックな小品 作品 75」／シューマン「ダヴィッド同盟舞曲集
作品 6」／バッハ「無伴奏ヴァイオリンパルティータ第２番より『シャコンヌ』」ほか
●出演：久保田巧（ヴァイオリン）、菊池葉子（ピアノ）

神戸ビエンナーレ 2015 まちなかコンサート
松田優オペラ舞台衣装デザイン画展 ～トーク＆オペラハイライトコンサート～
●出演：松田優（舞台衣装デザイナー）、松本薫平（テノール）、並河寿美（ソプラノ）ほか

23 日（水・祝）

関西民放クラブ コールまかーな ファミリーコンサート
●主催：関西民放クラブ コールまかーな

パウル・クレー だれにも ないしょ。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。

26 日（土）

美術館の調べ 岸美香ソプラノリサイタル～ベル・エポックの作曲家たち～
●曲目：プーランク「歌曲集“メタモルフォーゼ”より『かもめの女王』」／ドリーブ「カディスの娘たち」
／デラクア「ヴィラネル」ほか ●出演：岸美香（ソプラノ）、佐田めぐみ（ピアノ）

27 日（日）

全盲のヴァイオリニスト白井崇陽コンサート
●主催：白井崇陽応援クラブ SARC

※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

800 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）

アトリエ 1
14：00～

（定員：150 名）

レクチャールーム
14：00～

（定員：100 名）

無 料
500 円

無 料

ミュージアムホール
14：00～

（定員：230 名）

アトリエ１
14：00～（13：30 開場）

一般：3,000 円
学生：1,500 円

アトリエ１
14：30～（14：00 開場）

前売：3,000 円
当日：3,500 円

アトリエ１
14：00～（13：30 開場）

無 料

※ただし要観覧券

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）

アトリエ１
14：00～（13：30 開場）

前売：3,500 円
当日：4,000 円
学生：1,000 円

無 料
無 料

★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」
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

