
コレクション展Ⅲ

イベント
ミュージアムコンサート

展覧会

シネマサロン

各主催者によるイベント
■新・童美展2019　

■第83回　自由美術展
12月18日（水）～22日（日）
10：00～18：00（最終日は15：00まで）
ギャラリー棟3階にて
入場料：無料
主催：自由美術協会
問合せ先：京都支部 075-431-4245 村上武臣
　　　　　大阪支部 090-4292-6170 古川邦彦

12月6日（金）～8日（日）

ミュージアムホールにて　入場料：無料
主催：なぎさ小学校合唱部
問合せ先：nagisa.gassyobu@gmail.com

■なぎさ小学校合唱部クリスマスコンサート
12月8日（日） 11：00開演（10：45開場）　

10：00～18：00（初日は13：00から、最終日は15：00まで）
ギャラリー棟3階にて
入場料：無料
主催：保育造形の会
問合せ先：079-292-6059（保育造形の会事務局
　　　　　　　　　　　（五字ヶ丘幼稚園内））

■第42回國際書画関西展
1月12日（日）～15日（水）
10：00～17：30（最終日は15：00まで）
ギャラリー棟3階にて
入場料：無料
主催：國際書画連盟 
問合せ先：03-3837-4445

■第35回　明石高校美術科展
1月17日（金）～19日（日）
10：00～18：00（最終日は15：00まで）
ギャラリー棟3階にて
入場料：無料

主催：兵庫県立明石高等学校
問合せ先：078-911-4376

●
《関連イベント》

ワークショップ「こんなものがスタンプに!?」

ギャラリー棟１階アトリエ2にて
参加費：無料　定員20名（先着順）
対象：小学生
要事前申込：明石高校ホームページより様式を
　　　　　 ダウンロードしてFAXにて申込

   

12月７日（土）
徳永碧フルートリサイタル

＜演奏曲目＞F・マルタン「バラー
ド」／ドップラー「ハンガリー田園幻想曲」　ほか
＜出演者のひと言＞フルートの音色の美しさ、そし
て移りゆく時代の様々な音楽の違いや魅力をお届
けしたいと思います。◎徳永碧（フルート。兵庫県立
西宮高校音楽科卒業、東京藝術大学４年在学中）
◎新居幸枝（ピアノ。相愛大学音楽学部器楽学科
ピアノ専攻卒業、同大学音楽専攻科修了）
エントランスホールにて　14：00～　無料 

■ KEN-Vi名画サロン　
「富野由悠季の世界」展開催記念上映
１２月14日（土）
「伝説巨神 イデオン 
　　　接触篇・発動篇」　
西暦2300年代、地球の植
民星ソロ星。伝説の無限
力「イデ」を求めてやってき
た異星人バッフ・クランとの
間に起こる偶発的な戦闘。
その恐怖の中、古代遺跡
から発掘された巨大メカが
意志を持つかのように動き出す。伝説の巨神イデ
オンであり、母船ソロシップだった。（1982年）
＜総監督＞富野喜幸（現:富野由悠季）　
＜監督＞滝沢敏文
ミュージアムホールにて
①10：30『接触篇』　②12：45『発動篇』　
③15：15『接触篇』　④17：20『発動篇』
各回１人1,500円　　
『接触篇・発動篇』2作品券2,500円
「芸術の館友の会」会員　各回500円

 

 

桂三歩

■

舞台芸術
 落語の会
12月15日（日）

＜口演演目＞露の吉次「浮世床」
　　　　　　桂枝女太「住吉駕籠」
＜吉次のひと言＞床屋といえば人寄り場所だっ
た。髪結床に集まった男たちの暇つぶしの、のん
びりした時代のスケッチです（浮世床）。

「名人芸は日本酒でっか？」
　　　「徳利楽しんで下さい」

露の吉次 桂枝女太

■ 美術館の調べ
１月１８日（土）
1・17レクイエム
藤原道代ソプラノリサイタル　
～想いを込めて～

＜演奏曲目＞フォーレ「ピエ・イエズ」／越谷達之
助「初恋」／プッチーニ「Ｓｏｌｅ ｅ ａｍｏｒｅ（太陽と
愛）」　ほか
＜出演者のひと言＞日々忘れてしまいがちな大切
な人、場所への想い、気持ち-今ここに居られる
ことに感謝をし、想いを込めて歌います。◎藤原
道代（ソプラノ。大阪音楽大学音楽学部専攻科声
楽専攻修了。イタリア・ミラノに留学。日本童謡唱歌
コンクール最優秀賞。日本歌曲コンクール銀賞。県
立西宮高校音楽科、私立雲雀丘学園各講師。関西
二期会会員。女声合唱団こーろ・あろーどら指揮
者）◎長谷川いずみ（ピアノ。武庫川女子大学音
楽学部ピアノ専攻卒業。女声合唱団こーろ・あろー
どら、宝塚ゾリステンなど合唱団、声楽、器楽の伴
奏中心に活動）
エントランスホールにて　14：00～　無料 

■ 美術館の調べ
１月２５日（土）
三浦裕梨香&白藤望 
デュオリサイタル

県美亭ワンコイン寄席

＜演奏曲目＞ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ 
第8番 ト長調 作品30-3」「ヴァイオリン・ソナタ 第9
番 イ長調 作品47 『クロイツェル』」
＜出演者のひと言＞ベートーヴェンの傑作に挑み
ます。丁々発止のアンサンブルをお楽しみください。
◎三浦裕梨香（ヴァイオリン。大阪音楽大学大学院
卒業。ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団コア・メン
バー）◎白藤望（ピアノ。大阪音楽大学ピアノ演奏
家特別コース卒業。アンサンブルピアニストとして
活動中）
エントランスホールにて　14：00～　無料 

関連イベント
■学芸員による「もうひとつの日常」夜のガイドツアー

12月21日（土）　
18：00～（約60分）
エントランスホールに集合
参加無料（要観覧券）

■ミュージアム・ボランティアによるガイドツアー

会期中の金・土・日曜日（ただし12月29日を除く）
13：00～（約45分）
エントランスホールに集合
参加無料（要観覧券）

※その他会期中に子ども向けのイベント等を実
　施予定。詳しくは当館ウェブサイトをご覧くだ
　さい。

関連イベント
■講演会「デュシャンと箱と美術館」 

講師：平芳幸浩 氏（京都工芸繊維大学准教授）
12月22日（日）　14：00～15：30
レクチャールームにて
参加無料（先着100名・要観覧券）
「芸術の館友の会」会員優先席あり

■学芸員によるギャラリートーク

12月14日（土）、１月18日（土）　
いずれも16：00～16：45
エントランスホールに集合
参加無料（要観覧券）

＊毎月第２日曜日は公益財団法人伊藤文化財団のご協力
　により無料で観覧できます。

■ KEN-Vi名画サロン　新年特別上映会
１月25日（土）
「グリーンブック」
1960年代。ニューヨーク
の高級クラブの用心棒
だったトニー・リップは、
生活のために黒人ジャ
ズピアニストのドクター・
シャーリーに運転手として雇われた。シャーリーは
黒人差別の強い南部へ、あえて演奏ツアーにでか

けようとする。黒人用旅行ガイド「グリーンブック」を
頼りに旅に同行するトニー。出自も性格も全く異なる
2人が衝突を繰り返しながら、次第に友情を築いて
いく姿を実話をもとに描き、2018年度のアカデミー賞
作品賞、助演男優賞、脚本賞に輝いた。
＜監督＞ピーター・ファレリー　
＜出演＞ヴィゴ・モーテンセン、マハーシャラ・アリ
ミュージアムホールにて
①10：30　②13：30　③16：30
１人1,000円　
「芸術の館友の会」会員500円

マルセル・デュシャン（1887－1968）による《トラン
クの中の箱》は、彼自身の主要作品のミニチュア
や写真複製等で構成されています。本企画では
この作品中の個々の要素の提示を試みます。

注目作家を紹介するシリーズ展の第10回として、
岡山県出身の入江早耶（1983年～）の個展を開
催。日用品を用いたユニークな制作手法で、兵庫
の古墳と伝説についての新作を展示します。

11月23日（土・祝）～2020年3月1日（日）

11月23日（土・祝）～12月22日（日）

当館コレクションを複数に分かれた展示室ごとにそ
れぞれテーマを設け、それらが相互に関連しつつ
全体を循環する内容として企画展示します。

特集

「もうひとつの日常」

入江早耶展　
純真遺跡～愛のラビリンス～

いり え　 さ　や

ロマンス

名坂有子《作品Ⅰ》
　1964年　樹脂、ラッカー・板

清水登之《テニス・プレーヤー》
　1918年　油彩・布

当館ギャラリー棟アトリエ1ほか　観覧無料

■ 美術館の調べ

12月14日（土）
河本祥太朗チェンバロリサイタル
＜演奏曲目＞ヨハン・ゼバスティアン・バッ
ハ「イタリア協奏曲 BWV971」／クロード=ベニー
ニュ・バルバトル「クラヴサン曲集第１巻（1759）」より
＜出演者のひと言＞18世紀フランスの極めて優美
な作品たちに、バッハの華やかなコンチェルトを添
えて。チェンバロの魅力を皆様にお伝えできればと
思います！◎河本祥太朗（チェンバロ。東京藝術大
学音楽学部チェンバロ科４年。第31回国際古楽コ
ンクール<山梨>第3位入賞）
エントランスホールにて　14：00～　無料 

■ 美術館の調べ

12月20日（金）
ベルクレール 
クリスマスコンサート
＜演奏曲目＞恋人達のクリス
マス／ハッピークリスマス／
パプリカ／世界に一つだけ
の花
＜出演者のひと言＞バックにジャズプレイヤーを迎
え、新しいベルの音色でクリスマスムードを盛り上
げます。2人で63本のベルを操るパフォーマンスも
要注目!!◎ベルクレール（ハートフルベルリンガー
ズを母体にベルクレールを結成。クリスマス時期を
中心に点灯式、各地でのクリスマスコンサート、披
露宴などで演奏活動）＝村上麻央、山根邦子（ベ
ル）、飯田一馬（パーカッション）、原田耕自（ピアノ）
エントランスホールにて　14：00～　無料 

■ 美術館の調べ

12月13日（金）
台湾からの風
～日台交流演奏会～
＜演奏曲目＞台湾メドレー／「
美しい稲穂」（台湾プイン族民
謡）／青春舞曲（新疆民謡）　
＜出演者のひと言＞台湾から
世界的に活躍する音楽家たちを迎え、交流するふれ
あいコンサートです。皆様、どうぞご一緒にお楽しみく
ださい。◎倪百聰（バス。サンフランシスコ音楽アカ
デミー卒業。2007年伝統音楽および芸術音楽のベ
ストシンギングアワードのゴールデンソング賞）◎呉
旭玲（ソプラノ。伊・ミラノ音楽院卒業。米国、中国ほ
か各国でコンサート。2017年神戸開港150周年記
念演奏会に招待出演）◎林子文（ギター。Ｂｏｓｔｏｎ 
ＧｕｉｔａｒＦｅｓｔ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎソロ第１位。世界各国から
招待されコンサート開催）◎　玉貞（ピアノ。サンフ
ランシスコ音楽院音楽修士。サンフランシスコ声楽
伴奏コンクール名誉賞）◎張文乃（指揮。ＮＰＯ国
際音楽協会理事長）◎鳴尾牧子（二胡。第1回中国
音楽国際コンクール民族楽器部門特等賞）◎文暁
鈴（ピアノ。第4回中国音楽国際コンクール優秀伴
奏者賞）◎移情閣二胡同好会◎移情閣コーラス・
国際女声合唱団
エントランスホールにて　14：00～　無料 

■ 世界の音楽

12月21日（土）
珠玉のオペラ
～井上晴美 
　　アリアを歌う～
＜演奏曲目＞グノー「歌劇『ロミオとジュリエット』よ

■ 美術館の調べ

1月18日（土） 13：30～15：00　

●プレゼンテーション発表・講演

ギャラリー棟１階ミュージアムホールにて
参加費：無料

1月19日（日） 11：20～14：50　

Ⓒサンライズ

Ⓒ2018 UNIVERSAL STUDIOS AND 
STORYTELLER DISTRIBUTION CO.,
 LLC. All Rights Reserved

■ 落語の会
1月26日（日）

＜口演演目＞露の吉次「商売根問」
　　　　　　桂三歩　桂三枝作「生まれ変わり」
＜吉次のひと言＞昨年、令和になりました。今年、
令和初のお正月を迎えました。年度もあれば誕生
日もあり、日本は何回もリセット出来てありがたい
です（生まれ変わり）。
涙ぐましい金儲け法、世間はそう甘いもんやな
い。商売とかけて春夏冬と説く。その心は、秋無
い（商い）（商売根問）。
◎露の吉次（つゆの・きちじ。尼崎市出身。昭和62
年露の五郎兵衛に入門）◎桂三歩（かつら・さん
ぽ。和歌山県田辺市出身。昭和56年六代桂文枝
に入門）
レクチャールームにて　14：00～
500円（当日13：00から販売）

「子年も頑張りマウス」
　　　「チュー目してネ」

県美亭ワンコイン寄席

駕籠屋は風まかせで雲のように神出鬼没、雲助と
呼ばれていました。雲助を蜘蛛助と書く書き方も
あって、ところどころに網を張っていて客を捕まえ
るところからきています（住吉駕籠）。
◎露の吉次（つゆの・きちじ。尼崎市出身。昭和62
年露の五郎兵衛に入門）◎桂枝女太（かつら・しめ
た。豊中市出身。昭和52年五代目桂文枝に入門）
レクチャールームにて　14：00～
500円（当日13：00から販売）

り“私は夢に生きたい”」／プッチーニ「歌劇『蝶々
夫人』より“ある晴れた日に”」　ほか 
＜出演者のひと言＞クリスマスのひととき、美しい
オペラの名曲をお楽しみ下さい。◎井上晴美（ソ
プラノ。桐朋学園大学卒業、同研究科修了。2016
年度コンコルソ・ムジカアルテ特別賞受賞。神戸
音楽家協会、神戸フォーレ協会、イタリア声楽協会
会員）◎中橋昂佑（バリトン。大阪音楽大学音楽学
部卒業。イタリア声楽協会、川西音楽家協会会員）
◎片桐えみ（ピアノ。大阪音楽大学音楽学部卒
業。神戸音楽家協会会員、イタリア声楽協会代
表）
エントランスホールにて　14：00～　無料 

長谷川いずみ藤原道代

新居幸枝徳永碧

原田耕自飯田一馬

片桐えみ中橋昂佑井上晴美

白藤望 三浦裕梨香

チャンネル10

《新作スケッチ》（SDキャラバージョン）

エントランスホールでのコンサートや名画上映会をはじめ、館内の
さまざまな空間を使って有料、無料のイベントを多彩に展開します。

河本祥太朗

村上麻央、山根邦子

　玉貞林子文

呉旭玲倪百聰

小企画


