
 

 

 

9/19（土） 
～ 

11/23（月・祝） 

（特別展） 
パウル・クレー だれにも ないしょ。 

●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 

7/18（土）  
～ 
11/8（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 
手塚愛子展 Stardust Letters－星々の文

ふみ

 
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） 

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 

11/21（土）  
～ 
3/6（日） 

（県美プレミアム展） 

小企画：谷中安規展 
特  集：館蔵版画名品選 （仮題） 

●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 

9/19（土）  
～ 

11/23（月・祝） 

 

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  

ギャラリー棟 ３階 

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

10/29（木）  
～ 

11/29（日） 
チャンネル６ 国谷隆志 Deep Projection 

アトリエ１ 

エレベーターホール 
無  料 

1日（日） 

 

パウル・クレー だれにも ないしょ。 関連事業 ワークショップ 
「クレーに挑戦！－脳がめざめるアート体験－」 

【① 10：00～ ②13：00～ ③16：00～】（各回約 60分） 
●臨床美術をベースにしたアートプログラムで、感性をカタチにしよう！クレー展の解説付です。 

アトリエ２ 

500円 
（定員：各回 50 名） 

 ※要事前申込 

 貝原俊民さんを偲ぶ講演会シリーズ第４回（最終回） 安藤忠雄記念講演会  
※詳細は当館ホームページでご案内します。 

ミュージアムホール 

13：30～ 

無 料 
（定員：220 名） 
※ただし要整理券 

チャンネル６ 国谷隆志 Deep Projection 関連事業 アーティスト・トーク  
 ●講師：国谷隆志氏 

レクチャールーム 

14：00～ 

無 料 
（定員：100 名） 

３日（火・祝） 

文化の日に贈るクラシックコンサート 
“クラリネッティッシモ” in 美術館 ～昼下がりのクラ・クラ・クラ～ 

●曲目：W.A.モーツァルト「喜遊曲 第 1番 KV229(439b)」／F.メンデルスゾーン 
「２本のクラリネットとピアノの為の演奏会用小品 No.2 Op.113」 ほか 

●出演：小川哲生、上山奈緒子、鳥本芽生、波多野真衣、向山光、小川裕子 

エントランスホール 

14：00～ 
無 料 

7日（土） 

美術館の調べ 西側槙里子 吉川規子デュオリサイタル ～音の宝石箱～ 
●曲目：小林秀雄「落葉松」／プッチーニ「オペラ『トスカ』より『歌に生き 愛に生き』／ショパン「バラード 4番」 ほか   

●出演：西側槙里子（ソプラノ）、吉川規子 (ピアノ) 

エントランスホール 

14：00～ 
無 料 

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。 

レクチャールーム 

16：00～ 

無 料 
（定員：100 名） 

14日（土） 
美術館の調べ 山本尚美ピアノリサイタル 

●曲目：バッハ「イタリア協奏曲 ヘ長調 BWV971」／シューマン「ダヴィッド同盟舞曲集 作品６より第２集」 ほか 
 ●出演：山本尚美（ピアノ） 

エントランスホール 

14：00～ 
無 料 

15日（日） 
第９回予防医学セミナー 医療がアートにリンクする 未来の子どもを育てる 

「健康の科学から紐解く子どもの活き活き生活・未来創造」 ●主催：公益財団法人先端医療振興財団  
ミュージアムホール 

14：00～（13：30 開場） 

無 料 
（定員：250 名） 
※要事前申込 

20日（金） 

県美シネマクラシック 「赤い風車」 “Moulin Rouge” 
●監督：ジョン・ヒューストン ●出演：ホセ・ファラー、コレット・マルシャン 

【①10：30～ ②13：00～ ③15：30～】（各回入替） 
●「赤い風車」を看板に掲げたモンマルトルの名物キャバレー、ムーラン・ルージュ。フレンチ・カンカンの踊り子の姿を鮮やかに
スケッチし人気を得た画家ロートレック。少年時代の事故から足が不自由になり、ひどいコンプレックスを抱えていた…。 
踊り子たちのレビュー・シーンは圧巻の迫力。アカデミー美術・装置賞、衣装デザイン賞受賞（1952年イギリス） 

ミュージアムホール 

800円 
※友の会会員 
は 500 円 

（定員：250名） 

21日（土） 

 
 
 
 

関西 

文化の日 

第 2回 「1DAY JAZZ ROAD」 ～ミュージアムロードでジャズ～ 
●出演：高橋リエ／金谷こうすけグループ ほか 

北側エントランス 

13：00～ 
無 料 

谷中安規展 関連事業 学芸員によるギャラリー・トーク 
●担当学芸員が作品を前にお話しします。※エントランスに集合してください。 

1Ｆ常設展示室 

15：00～ 

無 料 
※ただし要観覧券 

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。 

レクチャールーム 

16：00～ 

無 料 
（定員：100 名） 

21日（土） 

・ 

22日（日） 

「美術館探検ツアー」 
●ヤノベケンジ氏による新シンボルオブジェ《Sun Sister》の設置を祝って、美術館の周りにある屋外彫刻や 

美術館の建物を探検するツアーです。家族で参加してね。 

アトリエ 2（受付） 
11：15～11：45 
14：15～14：45 

無料 
（定員：各回 5 家族）  

（先着順） 

「けんび☆秋のバッジまつり.」 
●布や紙に好きな絵をかいてオリジナルバッジを作ろう！ 

アトリエ 2 
11：00～12：30 
13：15～15：00 

100～300円 
（先着順） 

●その他： キーワードパズル、美術館七不思議ツアー、兵庫文学館クイズ、えほんコーナー、 
「夏休みスペシャル 2015」コーナー、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（月・祝） 
県美亭ワンコイン寄席 ～勤労感謝の日は落語 de 張りキンロウ！～ 

●口演演目：露の吉次「さよなら動物園」（桂三枝作）、露の都「子は鎹（かすがい）」 
※チケットは当日 13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） 

28日（土） 

美術館の調べ くるみ割り人形フレンドシップセプテットコンサート ～クリスマスの夢～ 
●曲目：チャイコフスキー「くるみ割り人形組曲 作品 71a」など （くるみ割り人形フレンドシップセプテットによる七重奏編曲版） 

●出演：岡本佐紀子（フルート）、新曉子（クラリネット）、板谷真以子（ヴァイオリン）、 
中村亜季（ヴァイオリン）、若松さより（チェロ）、菊川みどり（ピアノ）、田中弥生（ピアノ） 

エントランスホール 

14：00～ 

無 料 
（定員：150 名） 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：11月 22日（日）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 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：11月は 22日（日）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」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 

※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 

１１月のイベント 


