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10/15（土）  
～ 

12/25（日） 

（特別展） 

日伊国交樹立 150 周年記念 世界遺産 ポンペイの壁画展 
●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：1,500円 
大学生：1,100円 
高校生・65歳以上：750円 
中学生以下無料 

11/19（土）  

～ 

3/19（日） 

（県美プレミアムⅢ） 

                       小企画：ハナヤ勘兵衛の時代デェ!!   
特  集：彫刻大集合 

●会期中の金・土・日曜日（12月30日を除く）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』(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 

10/15（土） 
～ 

12/25（日） 
イタリア世界遺産写真展 共催：イタリア文化会館-大阪  展示棟3階 回廊 無料 

12/1（木） 
～ 

12/4（日） 

めぶくアート展・神戸／熊本い草工芸展 in KOBE 10:00～17:00（4 日は 15:00 まで） 

 主催：めぶくアートプロジェクト実行委員会 （問合せ：078-322-6598） 

ギャラリー棟3階  

南側 
無料 

12/7（水） 
～ 

12/11（日） 

前田誠展  
10:00～18:00（11 日は 15:00まで） 主催：前田誠事務局 （問合せ：0797-85-8016） 

ギャラリー棟3階 

北側 
無料 

12/14（水） 
～ 

12/18（日） 

第 12回みんなのアート展  
10:00～17:00（18 日は 14:30まで） 主催：兵庫県教育委員会 （問合せ：079-492-6161） 

ギャラリー棟3階 無料 

12/21（水） 
～ 

12/27（火） 

第５回 未来のまち 夢のわが家 こども絵画コンテスト作品展 
10:00～17:00（27 日は 15:00まで） 

主催：神鋼不動産株式会社ほか（問合せ：078-261-2121） 

ギャラリー棟3階 

南側 
無料 

3日（土） 
世界遺産 ポンペイの壁画展 関連事業   

ジャンルーカ・ディ・マッテーオさんによる人形劇  共催：イタリア文化会館-大阪 

アトリエ 1 

11：00～(約 45分) 
無 料 

4日（日） 

世界遺産 ポンペイの壁画展 関連事業  
いいむろなおきマイムカンパニー公演「ポンペイの夢」  

●マイム俳優いいむろなおき率いる、いいむろなおきマイムカンパニーが今回の特別展に 
関連したマイム作品を上演します！ (問合せ・予約：pompei@artm.pref.hyogo.jp) 

ミュージアムホール 

14：00～ 

1,000円 
（定員：250名） 
※要観覧券 

クリスマスコンサート 主催： 神戸市立なぎさ小学校 合唱部 （問合せ：078-252-５611) 
アトリエ 1 

15：00～（開場 14：30） 
無 料 

10日（土） 

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 「黄金のアデーレ 名画の帰還」 
監督：サイモン・カーティス  出演：ヘレン・ミレン、ライアン・レイノルズ 

【①10：30～ ②13：00～ ③15：30～】（各回入替） 
ミュージアムホール 

1,000円※友の
会会員は 500 円 
（定員：250名） 

世界遺産 ポンペイの壁画展 関連事業  
おやこ解説会 「教えて、ヘラクレスさん！」 （小中学生とその家族） ※要申込（11/10～） 

●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。 

レクチャールーム 

13：00～（約 30分） 

無 料 
（定員：20家族） 

美術館の調べ 河本理沙ピアノリサイタル ～郷愁の詩(うた)～ 
●曲目：ショパン「雨だれ」「スケルツォ第4番 Op.54」 ほか ●出演：河本理沙（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 

無 料 
（定員：150名） 

11日（日） 

県美亭ワンコイン寄席   
～忠臣蔵特集！義士の本懐とかけて お漬け物と説く その心は 大石で大成功～ 

●口演演目：露の吉次「中村仲蔵」 露の団四郎「義士大根」 
※チケットは 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） 

17日（土） 

世界遺産 ポンペイの壁画展 関連事業  こどものイベント 
 「フレスコ画を描いてみよう！」 （小学校４年生～中学生） ※要申込（11/17～） 

●美術館スタッフと一緒にポンペイ展をみて、古代の壁画について学んだら、ポンペイで描かれ 
ていた「フレスコ画」に挑戦してみよう！●講師：岩岡浩二（近畿大学文芸学部教授・画家）  

展示室・アトリエ 2 

10：30～16：00 

600円 

（定員：30名） 

美術館の調べ 天本麻理絵 ピアノリサイタル 
●曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ13番op.27-1」ほか ●出演：天本麻理絵（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

世界遺産 ポンペイの壁画展 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。 

レクチャールーム 
16：00～(約 45分) 

無 料 
（定員：100名） 

18日（日） 

四季シリーズコンサート＜冬＞  佐々木倫子メゾソプラノ・リサイタル ～愛あるところには～ 
●曲目：ラフマニノフ「夢」／香月修「しぐれに寄する抒情」／団伊玖磨「三つの小唄」 ほか  

●出演：佐々木倫子（メゾソプラノ）、幸野紀子（ピアノ）、猪澤文人（バリトン）、渋谷晴香（朗読） 
(問合せ：078-262-0908、チケット購入：078-265-6655) 

アトリエ 1 

15：00～（開場 14：30） 
3,000円 

23日（金・祝） 

こどものイベント 「アートな凧をつくってあげよう！」 （小・中学生） ※要申込（11/23～） 
●今年も残すところあとわずか。美術館で君だけのユニークな模様の凧をつくってみよう。 

晴れたら外で凧あげをするよ。暖かい服で来てね。  

アトリエ 2 

10：30～15：30 

500円 

（定員：30名） 

美術館の調べ ベルクレール Retro&Holly Christmas ～ミュージックベル＆ピアノ＆ギター～ 
●曲目：ノクターン／クリスマスイブ／クリスマスソング／ダイアナ／君の瞳に恋してる 

 ●出演：村上麻央、山根邦子（ベル）、石原綾乃（ピアノ）、谷口啓（ギター） 

エントランスホール 
14：00～ 

無 料 

  特集  彫刻大集合 関連事業 学芸員による連続講座 【近・現代彫刻】 
「20世紀後半の彫刻」 ●講師：当館学芸員 

レクチャールーム 

15：00～(約 90分) 

無 料 

（定員：100名） 

25 日（日） クリスマスコンサート (弦楽合奏)  主催：ストリングス神戸 (問合せ：078-761-1566) 
アトリエ 1 

14：30～（開場 14：00） 
無 料 

１２月のイベント 

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 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：12月 7日（水）、12月 8日（木）、12月 14日（水）に実施。予約制。有料。 
お問合わせ先 「一般社団法人 Baby ガーデン」 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 

年末年始休館：12月 31日 ・ 1月 1日 

メンテナンス休館：1月 2日～1月 10日 


