
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

■ 第5回 チェロリサイタル～詩が聴える

１０月１日（日）  14:30開演（14:00開場）  
アトリエ1にて　入場料：前売2,500円、当日3,000円
主催：チェロ 時本野歩
問合せ先：nobucello@yahoo.co.jp

■ クァルテット “奏” Vol.34　Autumn Concert
１０月９日（月・祝）　14:00開演（13:30開場）
アトリエ1にて　入場料：無料　主催：クァルテット“奏”
問合せ先：0797-71-0339　（長尾）

■ MediAsia2017：メディア、フィルム関連国際会議

１０月２７日（金）　11:00開演（10:30開場）
ミュージアムホールにて　要ウェブサイトによる事前予約
https://mediasia.iafor.org
主催：�e International Academic Forum (IAFOR)
問合せ先：mediasia@iafor.org

■ 小林欣子油彩大作個展―心に吹く風

１１月１１日（土）～２３日（木・祝）　10:00～17:00
ギャラリー棟3階にて　入場料：無料
主催：小林欣子（日展会友・東光会審査員）

問合せ先：078-939-2726
泉 玲奈 チェロコンサート  11月12日（日） 展覧会場にて
午前の部・11:30～12:00　午後の部・13:30～14:00

■ ヴィクター・ローゼンバウム　来日記念コンサート

１１月１２日（日）  14:00開演（13:30開場）  アトリエ1にて
入場料：一般2,500円、大学生以下1,000円
主催：ヴィクター・ローゼンバウムを聴く会
問合せ先：VRpiano.2017＠gmail.com

■ JET Film Festival
１１月１８日（土）　 14:00開演（13:30開場）
ミュージアムホールにて　入場料：無料
主催：JETプログラム同窓会 西日本
共催：兵庫県立美術館、兵庫県国際交流協会
問合せ先：jetaawjchair＠gmail.com 

■ 作曲家 楠田陽子のうたの世界

１１月１９日（日）  14:30開演（14:00開場）  アトリエ1にて
入場料：一般2,500円、高校生以下1,000円
主催：楠田陽子
問合せ先：ykusuda.concert.info＠gmail.com

■ 「新 ・童美展 2017」
１１月３０日（木）～１2月３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：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）

■ 落語の会

１１月１２日（日）
県美亭ワンコイン寄席

　～ホラ吹きの鉄砲男と

　　　　悋気しいの困 （独楽） った女の噺～

＜口演演目＞  露の吉次「狼講釈」

 桂花團治「悋気の独楽」

＜吉次のひと言＞ 色んな性格の人がいますよね。嘘

ばっかりついてるせんみつ男。ホラ吹きとかけて日本酒

と説く－その心は銚子（調子）がいいね（狼講釈）。

旦那に悋気（りんき）の抑えられない船場の御寮人さん。

悋気とかけてお餅と説く－その心は焼いてふくれる時も

ある（悋気の独楽）。

◎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）◎桂花團治（かつら・はなだん

じ。豊中市出身。昭和57年二代目桂春蝶に入門、桂

蝶六として活躍。平成27年三代目桂花團治襲名）

レクチャールームにて　14:00～

500円（当日13:00から販売）

文化の日に贈るクラシックコンサート  

村田隆子

武井　泉

１１月３日（金・祝）
小品で綴る秋の午後
～村田隆子 ヴァイオリンリサイタル～

＜演奏曲目＞ クライスラー「美しきロスマリ

ン」／アルビノーニ「アダージョ」／サラサー

テ「ツィゴイネルワイゼン」　ほか

＜出演者のひと言＞ 愛すべきヴァイオリンの

小品ばかりを集めました。心を込めて弾かせ

て頂きます。◎村田隆子（ヴァイオリン。全日

本モーツアルトコンテストおよび全日本フランス音楽コン

クール入選。カナダ、アメリカ、ハンガリー等世界各地

で演奏活動）◎武井泉（ピアノ。大阪芸術大卒業。ロ

シア・グネッシュン音楽院、ドイツ・ミュンヘン国立音楽

大にてディプロマ取得）

アトリエにて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ 

矢野百華

１１月４日（土）
矢野百華 ピアノリサイタル
＜演奏曲目＞ ベートーヴェン「ピアノソナタ

第24番 嬰ヘ長調 作品78 『テレーゼ』」／

シューマン「幻想曲 ハ長調 作品17」　ほか

＜出演者のひと言＞ シューマンの傑作「幻想曲」を

中心に、心惹かれる作品を集めました。どうぞお楽

しみください。◎矢野百華（ピアノ。京都市立芸術大

卒業、同大学院音楽研究科修士課程在籍中）

アトリエにて　14:00 ～　無料

四季シリーズコンサート＜秋＞  

佐野まり子

１１月５日（日）
佐野まり子 ピアノリサイタル
～ベートーヴェン 最後の３つのソナタ～

＜演奏曲目＞ ベートーヴェン「ピアノソナタ

第30番 Op.109」「第31番 Op.110」「第32番 Op.111」
＜出演者のひと言＞ ベートーヴェンの晩年の傑作、最

後の3つのピアノソナタをお話を交えながら演奏いた

します。◎佐野まり子（ピアノ。東京藝術大学、イタ

リアのイモラ国際ピアノアカデミー卒業。イタリア各

地にてリサイタルや音楽祭に多数出演。青山音楽賞、

ひょうごアーティストサロン賞受賞）

アトリエにて　14:00 ～

前売り2,500円　当日3,000円

■ 世界の音楽 

蔡 偉靖

１１月１０日（金）
日台交流～手風琴の調べ

＜演奏曲目＞ リベルタンゴ／ミュゼット／

パリの空の下／台湾民謡メドレー　ほか

＜出演者のひと言＞ かつて船乗りさんによって世界中

に広がったアコーディオン。私達も日本と台湾、海

を越えて、世界の輪を広げるべく各国の音楽を奏で

ます。◎蔡偉靖（ヴィンセント・サイ。アコーディオン。

台北生まれ。小学校4年生からアコーディオンを始

め、台湾科技大学在学中からバンド活動。イタリア、

フランス、ドイツで研鑽を積み、香港、上海、モン

ゴル、日本で演奏会を重ねている）◎菅野稔子（ア

コーディオン。神戸市出身）◎李浩麗（歌・通訳）

ホワイエにて　14:00 ～　無料

■ 美術館の調べ 

白藤  望農頭奈緒

１１月１１日（土）
農頭奈緒  ヴァイオリンリサイタル

＜演奏曲目＞ベートーヴェン「ヴァ

イオリン・ソナタ第4番」／ショーソン

「詩曲」／サン=サーンス「序奏とロンドカプリチオーソ」  ほか

＜出演者のひと言＞ 深まりゆく秋にヴァイオリンとピアノ

の音色を堪能していただけるプログラムです。ぜひお

越しください。◎農頭奈緒（ヴァイオリン。大阪音楽大

大学院修了。兵庫県芸術文化センター管弦楽団コア・

メンバー）◎白藤望（ピアノ。大阪音楽大ピアノ演奏

家特別コース卒業。アンサンブル奏者として活動中）

アトリエにて　14:00 ～　無料

＜監督＞ マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー

ミュージアムホールにて

①10:30　②13:30　③16:30（各回入れ替え）

１人800円　　「芸術の館友の会」会員500円

■ ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン�
ジャンヌ・モロー追悼特別上映

１１月２６日（日）
「クロワッサンで朝食を」
今年7月、89歳で亡くなっ

たフランスの名女優ジャン

ヌ・モローの最後の主演作。故郷で母を看取った

アンヌのもとに舞い込んだパリでの家政婦の仕事。

だが、高級アパートでひとり暮らす気難しい老女フ

リーダはアンナを冷たく追い返そうとする。85歳で

主演したジャンヌが圧巻の演技で魅せる。（2012年）

＜監督・脚本＞ イルマル・ラーグ

ミュージアムホールにて

①10:30　②13:00　③15:10（各回入れ替え）

１人1,000円　「芸術の館友の会」会員500円

■ 美術館の調べ 

蔭山晶子

蔭山真理子

三宅晶子

１１月１８日（土）
ヴァイオリン・クラリネット・ピアノ
～トリオの美味しいマリアージュ～

＜演奏曲目＞ モーツァルト「オペラ『フィガロ

の結婚』より序曲」／ハチャトゥリアン「クラ

リネット・ヴァイオリン・ピアノのための三重奏

曲」　ほか

＜出演者のひと言＞ ワインと料理の組み合

わせで相性の良いことを言う「マリアージュ」。

ユニークなトリオの魅力をお楽しみ下さい。

◎蔭山真理子(ヴァイオリン。大阪音楽大

卒業。ザ・カレッジオペラハウス管弦楽団奏

者)◎蔭山晶子(クラリネット。大阪音楽大

卒業。オオサカ・シオン・ウインド・オーケス

トラ奏者。神戸女学院大学非常勤講師)◎三宅晶子

(ピアノ。同志社女子大音楽学科ピアノ専攻卒業)
アトリエにて　14:00 ～　無料

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18日（土）・19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。

■ ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン

大エルミタージュ美術館展記念上映

１０月１４日（土）�
「エルミタージュ幻想」

 “Russian Ark”　
世界遺産エルミタージュ

美術館―ラファエロ、ダ・

ヴィンチ、レンブラント、エ

ル・グレコなど超一級の

美術品が展示されたままの内部を彷徨う90分ワンカッ

トの映像。ロシア史240年の歴史を背景にした“美の

迷宮”が強い印象と感動を呼ぶ。（2002年）

＜監督＞ アレクサンドル・ソクーロフ

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1,000円　「芸術の館友の会」会員500円

■ 県美シネマクラシック　

１１月１７日（金）�
「赤 い 靴 」 　

“The Red Shoes”
アンデルセン童話「赤い靴」を

ベースに、芸術か愛かの選択に苦悩するバレエダン

サーの悲劇を美しい映像で描く。ヒロインに新進のプリ

マ、モイラ・シアラーを抜擢、ロバート・ヘルプマンとレ

オニード・マシーンの世界的2大ダンサーが振付・出演。

17分にわたる劇中バレエ「赤い靴」のシーンは映像技

術に革命を与えたとまで評され色褪せない。（1948年）
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桂 花團治露の吉次


