８月のイベント
*ｐ

7/16（土）
～

9/22（木・祝）

（特別展）

生誕 130 年記念 藤田嗣治展 －東と西を結ぶ絵画－
●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）

7/2（土）
～

11/6（日）

小企画：美術の中のかたち －手で見る造形

つなぐ×つつむ×つかむ：無視覚流鑑賞の極意
特 集：時間をひらく－新収蔵品を中心に
●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)

8/6（土）
～
8/21（日）
8/27（土）

～

9/25（日）

2016 県展（第 54 回）

10:00～18:00 （入場は 17：30 まで） 主催：株式会社神戸新聞総合印刷（078-362-2178）

ギャラリー棟3 階

こどものイベント 「テでさわる、カラダがさわる、ココロにさわる」
●視覚を使わずにものを手さぐりで触って、そのかたちを想像しながら紙粘土で再現してみよう！

生誕130年記念 藤田嗣治展－東と西を結ぶ絵画－ 関連事業

おやこ解説会 「教えて、フジタさん。」 （小学校３～６年生とその家族）
●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！
美術館の調べ トランペットとピアノ ～真夏の昼下がりコンサート～
●曲目：ハイドン「トランペット協奏曲」より ほか ●出演：山崎友加(トランペット）、今井彩香（ピアノ）

生誕130年記念 藤田嗣治展－東と西を結ぶ絵画－ 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解説します。

藤田嗣治展－東と西を結ぶ絵画－関連事業 連続講演会 「フジタへの視点」
7 日（日）

第１回 【藤田嗣治の1930年代－東西の狭間での葛藤－】
●講師：深谷克典氏（名古屋市美術館副館長）

12 日（金）
13 日（土）
19 日（金）

美術館の調べ marriage sonorité 弦楽トリオの楽しみ
●曲目：J.S.バッハ「無伴奏チェロ組曲 第３番 ハ長調」／ベートーヴェン「弦楽三重奏 第２番 ト長調」 ほか
●出演：森本耕太朗（チェロ）、村上淳一郎（ヴィオラ）、原田潤一（ヴァイオリン）

美術館の調べ 神田麻帆ピアノリサイタル
●曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ 第７番 作品 10-3」 ほか ●出演：神田麻帆（ピアノ）

美術館の調べ ピアノ四重奏の愉しみ ～プラハで出逢った仲間たち～
●曲目：エルガー「愛の挨拶」／カサド「緑の悪魔の踊り」 ほか ●出演：木村真理子（ヴァイオリン）、
小間久子（ヴィオラ）、エドアルド・デル・リオ・ロブレス（チェロ）、植田祐加里（ピアノ）

生誕130年記念 藤田嗣治展－東と西を結ぶ絵画－ 関連事業

おやこ解説会 「教えて、フジタさん。」 （小学校１・２年生とその家族）
●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！

20 日（土）

美術館の調べ 秋元孝介 ピアノリサイタル
●曲目：ブラームス「パガニーニの主題による変奏曲 op.35」 ほか ●出演：秋元孝介（ピアノ）

生誕130年記念 藤田嗣治展－東と西を結ぶ絵画－ 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解説します。

藤田嗣治－東と西を結ぶ絵画－関連事業 連続講演会 「フジタへの視点」
2１日（日）

第２回 【藤田嗣治 「乳白色」の真実】
●講師：内呂博之氏（金沢21 世紀美術館コンサーベーター／キュレーター）

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン特別上映会
26 日（金）

平成 28 年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業 成瀬巳喜男と永遠の女優たち

「めし」 10：30～ ●出演：原節子、上原謙、島崎雪子
「おかあさん」 14：00～ ●出演：田中絹代、香川京子、岡田英次
ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン特別上映会
平成 28 年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業 成瀬巳喜男と永遠の女優たち

27 日（土）

「流れる」 10：30～ ●出演：田中絹代、山田五十鈴、高峰秀子
「乱れ雲」 14：00～ ●出演：司葉子、加山雄三、森光子
四季シリーズコンサート＜夏＞
ヴェルディの生涯 講演とコンサート ～19世紀のイタリアが生んだ天才作曲家～
●曲目：歌劇「椿姫」より「前奏曲、乾杯の歌、花から花へ、燃える心を」 ほか
●講演：フェルディナンド・ダーニ ●演奏：佐藤梨栄、泉亜希（マリンバ）森田陽子、森更、
板井美知（ソプラノ）横井一哉（テノール）横井美香、橋田波子、和田太郎（ピアノ）

28 日（日）

藤田嗣治展－東と西を結ぶ絵画－関連事業 連続講演会 「フジタへの視点」

第３回 【藤田嗣治の戦争と美術】

●講師：河田明久氏（千葉工業大学教授）

※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

無 料

ピ ー ス

森山大道写真展 「仮想都市～増殖する断片」

小企画「美術の中のかたち－手で見る造形」 関連事業 ワークショップ

6 日（土）

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

ギャラリー棟3 階

10:00～18:00 （入場は 17：30 まで、21 日は 14：00 まで）
シ ャ ン グ リ ラ

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
学

般：1,000 円
生： 800 円

アトリエ 2
10：30～12：00
レクチャールーム

13：30～14：00

400 円
（定員：20 名）
※要申込（7/6～）

無料
（定員：20 家族）
※要申込（7/6～）

エントランスホール
14：00～

無 料

レクチャールーム
16：00～16：45

無 料
（定員：100 名）

ミュージアムホール
14：00～15：30

無 料
（定員：250 名）
※要観覧券

エントランスホール
14：00～

無 料

エントランスホール
14：00～

無 料

エントランスホール
14：00～

無 料

レクチャールーム
13：30～14：00

無料
（定員：20 家族）
※要申込（7/6～）

エントランスホール
14：00～

無 料

レクチャールーム
16：00～16：45

無 料
（定員：100 名）

ミュージアムホール
14：00～15：30

無 料
（定員：250 名）
※要観覧券

ミュージアムホール
500 円
10：30～
（定員：250 名）
14：00～
ミュージアムホール
10：30～
14：00～

500 円
（定員：250 名）

アトリエ１
14：00～

3,000 円
（全席自由）

ミュージアムホール
14：00～15：30

無 料
（定員：250 名）
※要観覧券

平成２８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

