
   

  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/18（土）  
～ 

5/7（日） 

（特別展） 

新宮 晋の宇宙船  

●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：1,300 円 
大学生：900 円 
70 歳以上：650 円 
高校生以下無料 

4/1（土）  

～ 
6/25（日） 

（県美プレミアムⅠ）  

特集：「Out of Real －「リアル」からの創造／脱却」 

●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』(要観覧券) 

☆一 般：500 円 
大学生：400 円 
70 歳以上：250 円 
高校生以下無料 

3/29（水） 

～4/2（日） 
榎倉香邨の書－炎と山河－ 10：00～17：30（2 日は 16：00 まで） 

主催：書道香瓔会（問合せ：0795-48-5495） 
ギャラリー棟3 階 無 料 

4/5（水） 

～9（日） 

第18回赫展―自由美術の作家たち 10：00～17：00（9日は15：00まで） 

●主催：自由美術協会大阪支部(問合せ：090-4292-6170） 
ギャラリー棟3 階 

北側 
無 料 

4/5（水） 

～16（日） 

炎と筆の競演 2017～中国磁州窯と日本陶藝の交流、そして未来に繋ぐものの展示会～ 

10：00～18：00（16 日は 14：00 まで） 
主催：一般社団法人日本デザイン・陶藝研究協会（問合せ：03-5577-2818） 

ギャラリー棟3 階 

南側  
無 料 

4/12（水） 

～16（日） 
第 46 回 現代芸術国際ＡＵ展 10：00～18：00 

主催：AU Art Unidentified（問合せ：0798-64-5730） 
ギャラリー棟3 階 

北側 
無 料 

4/21（金） 

～23（日） 

神戸大学工学部建築学科４回生卒業設計展 10：00～18：00（23 日は 15：00 まで） 

主催：神戸大学工学部建築学科（問合せ：kobeuniv.sotsuten17@gmail.com） 
ギャラリー棟3 階 無 料 

4/25（火） 

～30（日） 

第 75 回 パンリアル展 10：00～18：00（25 日は 14：00 から、30 日は 16：00 まで） 

主催：パンリアル美術協会（問合せ：06-6949-3676） 
ギャラリー棟3 階 無 料 

1 日（土） 美術館の調べ 片岡あづさ チェロリサイタル 
●曲目：シューマン「アダージョとアレグロ 作品70」ほか ●出演：片岡あづさ（チェロ）、秋元孝介（ピアノ） 

アトリエ 1 
14：00～ 

無 料 
（定員：150 名） 

5 日（水） 
新宮 晋の宇宙船 関連  「美術館で Let’s Enjoy English !」 （新中学３年生～高校生） 

●「新宮 晋の宇宙船」展の会場でカナディアンアカデミーの皆さんと美術鑑賞をして作品をつくろう。  

アトリエ２ 

10：00～12：30 

無 料 
（定員：15 名） 

7 日（金） 
 ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 池谷薫監督特集上映会   

「延安の娘」 10：30～ 「蟻の兵隊」 14:00～ （各作品上映後に監督のトークショー） 
●「人間の尊厳」を撮り続ける池谷薫監督のドキュメンタリー全4作品を一挙上映。 

ミュージアムホール（定員：250 名） 

１回券（映画とトーク）1,000 円 

友の会会員は 500 円 

2 回券 1,600 円 4 回券 3,000 円 

8 日（土） 

 ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 池谷薫監督特集上映会   
「先祖になる」 10：30～ 「ルンタ」 14:00～ （各作品上映後に監督のトークショー） 

美術館の調べ 厚地えり奈 ピアノリサイタル ～Bright life in heart～ 
●曲目：グラナドス「詩的なワルツ集」 ほか ●出演：厚地えり奈（ピアノ） 

アトリエ 1 
14：00～ 

無 料 
（定員：150 名） 

 Out of Real 関連 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  

常設展示室 
16：00～（約 60 分） 

無 料 
※要観覧券 

13 日（木） 
新宮 晋の宇宙船 関連  未就学児のための鑑賞会 「いちごツアー」 （未就学児とその家族） 
●「新宮 晋の宇宙船」展を担当学芸員と一緒にお話ししながらみてまわるツアーです。 ※要申込（2/28～） 

企画展示室 

10：30～(約 30 分) 

無 料 
（定員：20 名） 

15 日（土） 美術館の調べ 安岡志歩 ピアノリサイタル 
●曲目：リスト「ソナタ ロ短調」ほか ●出演：安岡志歩（ピアノ） 

エントランスホール 
14：00～ 無 料 

22 日（土） 

新宮 晋の宇宙船 関連  未就学児のための鑑賞会 「いちごツアー」 （未就学児とその家族） 
●「新宮 晋の宇宙船」展を担当学芸員と一緒にお話ししながらみてまわるツアーです。※要申込（2/28～） 

企画展示室 
10：30～（約 30 分） 

無 料 
（定員：20 名） 

美術館の調べ Duo菫・春色コンサート 
●曲目：ラヴェル「マ・メール・ロア」ほか ●出演：波戸岡美紗（ピアノ）、岸田典子（ピアノ） 

エントランスホール 
14：00～ 

無 料 

新宮 晋の宇宙船 関連 映画上映会 「ブリージング・アース：新宮 晋の夢」 
ミュージアムホール 

18：00～（93 分） 
無 料※要観覧券 
（定員：250 名） 

22 日（土） 
・ 

23 日（日） 

【2017 年 美術館の日】 
●友の会へようこそ ●ネットミュージアム兵庫文学館クイズ ●わくわくドキドキえほんのじかん  

●ポスターでクエスチョン ●美術館の七不思議ツアー ●おとなも子どもも大好き！えほんコーナー 
●ビデオ上映「エルミタージュ美術館Ⅱ」 など、楽しいイベント盛り沢山です。 

※詳細は当館ＨＰでご案内します。 

23 日（日） 

Out of Real 関連 こどものイベント 「私のリアルなわたし」（小学生～高校生とその保護者）  

●「Out of Real」展を担当学芸員と一緒にみた後、 
服装をかえていろんな姿の自分の写真をとろう！※要申込（3/23～） 

アトリエ 2 

13：00～ 

100 円程度 

（定員：30 名） 

四季コンサート〈春〉 雁瀬由香 ピアノリサイタル 

●曲目：バッハ＝ブゾーニ「シャコンヌ」／ショパン「序奏とロンド Op.16」／シューマン 
「交響的練習曲 Op.13」 ほか ●出演：雁瀬由香（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
2,000 円 

新宮 晋の宇宙船 関連 映画上映会 「ブリージング・アース：新宮 晋の夢」 
ミュージアムホール 

14：00～（93 分） 

無 料※要観覧券 

（定員：250 名） 

29 日（土・祝） 
美術館の調べ 吉原千景 ピアノコンサート ～昭和歌謡の午後～ 
●曲目：天城越え／越冬つばめ／愛燦燦 ほか ●出演：吉原千景（ピアノ） 

エントランスホール 
14：00～ 

無 料 

４月のイベント 

平成２９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 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：4 月 5 日（水）、4 月 6 日（木）、4 月 26 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 

☆下記観覧料については３月に県

議会において正式決定となります。 


