
各主催者によるイベント

シネマサロン

舞台芸術

関西文化の日

ミュージアムロード界隈のイベント

■ 第49回 兵庫県写真作家協会公募展
2016兵庫県写真作家協会展

９月２８日（水）～１０月２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：兵庫県写真作家協会、神戸新聞社
問合せ先：078-362-7086
■ 公募 第21回 二元会兵庫支部展

１０月５日（水）～９日（日）　10:00～17:00　　　
（最終日は15:30まで）

ギャラリー棟3階にて　入場料：無料
主催：二元会兵庫支部　問合せ先：072-793-6961

■ バリガムランと舞踏 「面と向かう」

１０月１６日（日）　13:30開場　14:00開演
ミュージアムホールにて　入場料：無料
主催：Bapang  Sari（バパンサリ）
問合せ先：sgbapangsari@gmail.com
■ 第70回 飛雲展

１０月２１日（金）～２３日（日）　10:00～17:00　　　
（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：飛雲会　問合せ先：078-261-2575
■ 第29回 日本の自然を描く展

１０月２６日（水）～３０日（日）　10:00～17:00　　　
（最終日は14:00まで）

ギャラリー棟3階にて  入場料：一般500円、学生300円
主催：（公財）日本美術協会・上野の森美術館、

フジサンケイグループ
問合せ先：03-3833-4191
■ 第六回 21世紀関西女性絵画展

１１月２日（水）～５日（土）　10:00～18:00
ギャラリー棟3階にて　入場料：無料
主催：21世紀関西女性美術家連盟
問合せ先：久米078-997-6511（森下方）

■ 第40回 兵庫県高等学校総合文化祭  美術・工芸部門

１１月８日（火）～１０日（木）　10:00～17:00　　　
（最終日は12:00まで）

ギャラリー棟3階にて　入場料：無料
主催：兵庫県、兵庫県教育委員会
問合せ先：北須磨高等学校 078-792-7661（藤崎）

■ 第36回 近畿高等学校総合文化祭  美術・工芸部門

１１月１１日（金）～１３日（日）　10:00～17:00　　　
（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、兵庫県教育委員会
問合せ先：北須磨高等学校 078-792-7661（藤崎）

■ 現代童画会

１１月１７日（木）～２０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：現代童画会関西支部
問合せ先：080-4249-4876（鳥垣）

■ アラスカフォトライブショー 10th
１１月２３日（水・祝）　14:00開場　14:30開演
ミュージアムホールにて
入場料：前売2,000円、当日2,800円（中学生以下、障
がい者は無料）
主催：NPO法人オーガニック・ライフ・コラボレーション
問合せ先：078-451-2898

■ 第15回障がい者公募作品展
ハートでアートこうべ2016

１１月２４日（木）～２７日（日）　10:00～17:00　　　
（最終日は15:30まで）

ギャラリー棟3階にて　入場料：無料
主催：ハートでアートこうべ実行委員会
問合せ先：078-232-4411（内線336）

（神戸市中央区社会福祉協議会）

関西が誇る豊かな文化に気軽に接していただく「関西
文化の日」。当館では11月19日（土）・20日（日）に、「県
美プレミアム」展の観覧無料をはじめ、多彩なイベント
を開催します。

■ 落語の会

１１月６日（日）
県美亭ワンコイン寄席
～子供 とかけて

　高級バッグ と説く

　　　その心は 皮良い （可愛い） なあ～

＜口演演目＞  露の吉次「初天神」  立花家 千橘「蜆売り」

＜吉次のひと言＞ 子供のお噺も色々 あります。縁日の
店先でダダをこねるやんちゃな小倅。一張羅の羽織
を着こんで初天神にやって来た親父との仁義なき戦い

（初天神）。シジミを担いで売りに来る男の子。子供のい
じらしさが泣かせる講釈からきた人情噺（蜆売り）。
◎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）◎立花家千橘（たちばなや・せ
んきつ。樺太生まれ。昭和41年露の五郎兵衛に入門）

レクチャールームにて　14:00～
500円（当日13:00から販売）

きればと思います。◎柴田さおり（ピアノ。東京藝術大音
楽学部器楽科卒業。チューリッヒ芸術大大学院修了）

エントランスホールにて　14:00～　無料

■ 美術館の調べ

１１月２０日（日）
Duo Felice
～狂気とロマンスの調べ～

＜演奏曲目＞ コレルリ「ラフォリア」／
グリーグ「ヴァイオリン・ソナタ第3番作品45  ハ短調」／
ドビュッシー「ベルガマスク組曲より」　ほか

＜出演者のひと言＞ 音楽はいつも私達人間の心を揺
さぶります。とっておきに情熱的でロマンティックなメロ
ディーを持つ名曲を集めました。狂おしくも夢を見ている
ような素敵な時間をお過ごし下さい。◎土肥久奈（ヴァ
イオリン。大阪音楽大卒業。全日本ベストプレーヤーズ
コンテスト奨励賞はじめ多数受賞。カナダなど海外で
演奏活動と後進指導にあたる。大阪音楽大演奏員）
◎佐田めぐみ（ピアノ。大阪音楽大学部専攻科修了。
第27回摂津音楽祭伴奏賞受賞）

エントランスホールにて　14:00 ～　無料

ポンペイの壁画展記念コンサート

１１月２６日（土）
イタリアへの誘い
～愛と情熱を歌う～

＜演奏曲目＞ クルティス「忘れな草」／チェ
ザリーニ「夢見るフィレンツェ」／ドニゼッティ

「歌劇『愛の妙薬』から二重唱」  ほか

＜出演者のひと言＞ 「マンジャーレ・カンター
レ・アモーレ（食べて・歌って・愛して）」の
国イタリア。カンツォーネからオペラアリ
アまで、テノールとソプラノで華やかに歌い上げます。
◎森井美貴（ソプラノ。大阪音楽大卒業、同専攻
科修了。第34回飯塚新人音楽コンクール第１位、第
47回なにわ芸術祭新人賞、第17回KOBE国際音楽
コンクール最優秀賞、第28回宝塚ベガ音楽コンクー
ル宝塚演奏家連盟賞。関西二期会準会員）◎井
上元気（テノール。京都市立芸術大卒業、同大学
院修士課程修了。第20回高槻音楽コンクール一般
の部第2位。第28回宝塚ベガ音楽コンクール入選）
◎崎谷千恵（ピアノ。大阪音楽大卒業。鳴門教育
大大学院修了。日本ピアノ教育連盟オーディション
奨励賞受賞。宝塚演奏家連盟会員）

エントランスホールにて　14:00 ～　無料

■ ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン

映画製作委員会30周年記念上映会

１０月１日（土）
「24,000年の方舟」  10:30～
原発が稼働する限り生まれる核廃棄物、その実態
を追う。（1986年）

「奇妙な出来事アトピー」　11:05～
アトピーを通して“本当の豊かな生活“とは何かを
考える。（1991年）

■ HAT神戸レガッタ
・ボート体験教室（無料、要事前申込み10月６日必着）

　１０月２２日（土）  13:00～16:00
・HAT神戸レガッタ（ナックルフォア300ｍ）

　１０月２３日（日）　9:00～14:00（小雨決行）

出艇料1,000円／１シート、要事前申込み（10月６日必着）
主催：HAT神戸ボートコース設立実行委員会
問合せ先：090-3992-5836（事務局／池田）

「紙芝居がはじまるよ !」　13:00～
ヤッサンの紙芝居は送り手と受け手のコミュニケーショ
ンから始まる。（2004年）

「風ものがたり」　13:45～
自然と人間、都市と農村の共生－その
原点を見つめる。（1995年）

「フランドン農学校の尾崎さん」　
15:00～

尾崎さんは有機野菜作り30年。１年を
通して有機農法と活動を描く。（2006年）

参加費500円（１日券・中学生以上）
いずれもミュージアムホールにて　

１０月２日（日）
「もういいかい」　10:30～
100年にわたるハンセン病問題の歴史を描いた問題作。

（2012年）
参加費500円（中学生以上）

「最後の活動弁士・井上陽一の世界」　14:00～
井上陽一の活弁ライブ 「水戸黄門 来國次の巻」
別途木戸銭として500円が必要

いずれもミュージアムホールにて

■ ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン

１０月８日（土）
「愛と哀しみのボレロ」
ルドルフ・ヌレエフ（バレエダン
サー）、エディット・ピアフ（歌手）、
ヘルベルト・フォン・カラヤン（指
揮者）、グレン・ミラー（音楽家）－実在の芸術家をモ
デルに第2次世界大戦前から戦中、そして現在へと至
る中で、運命の糸に結ばれた人々 のドラマチックな人生
模様を描いた3時間を超える大作。モーリス・ラベル作
曲、モーリス・ベジャール振付によるバレエの名作「ボレ
ロ」を天才ダンサー、ジョルジュ・ドンが舞う。（1981年）

＜製作・監督・脚色＞ クロード・ルルーシュ
＜音楽＞ ミシェル・ルグラン、フランシス・レイ
＜出演＞ ジョルジュ・ドン、ダニエル・オブリスキ、ロベー
ル・オッセン、ジェラルディン・チャップリン、ジェームズ・
カーン、ニコール・ガルシア

ミュージアムホールにて
①10:30　②14:10（各回入れ替え）
１人 1,000円　「芸術の館友の会」会員500円

■ 県美シネマクラシック

ポンペイの壁画展記念上映会

１１月１８日（金）
「終着駅」
米国人の若い人妻メアリーは妹を訪ねてローマにやって
来た。そこで知り合った青年ジョバンニと激しい恋にお
ちるが、思いを断ち切って駅に。ジョバンニとの慌しく哀
切な別れが刻一刻と迫って…。駅に集う市井の人々 が
生活する場面が背景として淡々 と描かれ、その描写の
一つ一つがイタリアという国を表現して秀逸。（1953年）

＜監督＞ ヴィットリオ・デ・シーカ
＜出演＞ ジェニファー・ジョーンズ、モンゴメリー・クリフト

ミュージアムホールにて
①10:30　②13:00　③15:00（各回入れ替え）
１人 800円　「芸術の館友の会」会員500円

■ ～ミュージアムロードでジャズ～
第3回　１DAY  JAZZ  ROAD
１１月１２日（土）　11:00～16:00
場所：当館、JR灘駅北側広場、BBプラザ、横尾忠則
現代美術館ほか
主催：１DAY　JAZZ  ROAD実行委員会　
問合せ先：神戸県民センター　078-361-8607

■ 美かえるカラフルマルシェ

１１月１９日（土）・２０日（日）　11:00～16:00
場所：BBプラザ　2階アトリウム
問合せ先：㈱シマブンコーポレーション
　　　 　078-802-9311（平日9:00～17:00）

立花家千橘露の吉次
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