
４・５月のイベント 

 

 

     

（特別展） 

1/12（土） 
～ 

3/17(日) 

 

「Oh ！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」 

会期中毎週日曜 11時よりミュージアム・ボランティアによる解説会（無料、定員 100名、レクチャールームにて） 

      

 

 

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 

4/6（土） 
～ 

5/19(日) 

 

「没後 130年 河鍋暁斎」 

会期中毎週日曜 11時よりミュージアム・ボランティアによる解説会（無料、定員 100名、レクチャールームにて） 

一 般：1,400円 
大学生：1,000円 
70歳以上：700円 
高校生以下無料 

（県美プレミアム展/コレクション展） 

3/16（土） 
～ 

6/23（日） 

 
「境界のむこう」 

会期中の金・土・日曜の 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（無料、要観覧券） 

料

金 

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

 

（ギャラリー棟） 

3/16（土） 
～ 

5/26（日） 

（共催展） 

不思議の国のアリス展 

 ●10:00～17:00  ●主催：関西テレビ放送、読売新聞社、東映 
●問合せ先：ハローダイヤル 050-5541-8600（5/27 まで全日 8:00～22:00） 

ギャラリー棟 

3階 

 
一 般：1,400 円 
高・大学生：1,000 円 

小・中学生：600 円 

 

（各種イベント ４月） 

6日（土） 
美術の調べ 遠藤優美ピアノリサイタル 

●演奏曲目：ショパン「バラード第 3番作品 47」「ピアノソナタ第 3番 作品 57」 ほか 
●出演：遠藤優美（ピアノ） 

アトリエ１ 

14:00～ 
無料 

7日（日） 
特別展「没後 130年 河鍋暁斎」展記念講演会 「河鍋暁斎のすべて」 

●講師：河鍋楠美（公益財団法人河鍋暁斎記念美術館理事長・館長、河鍋暁斎曾孫、医学博士） 
ミュージアムホール 

14:00～（約 90分） 

聴講無料 
（定員 250 名、 
要観覧券） 

13日（土） 

特別展「没後 130年 河鍋暁斎」展関連企画 「おやこ解説会」 
●対象：小学生以上 ※小学校 2年生以下は保護者同伴必要 

※3/13（水）朝 10時より電話受付開始、先着順 

10:30～12:00 
（受付 10:15～10:30） 

無料 
（定員 20組、保護者の
方は観覧料 1,200円〔団
体料金〕が必要です） 

美術館の調べ 大嶋真規子 ソプラノリサイタル ～春風にのせて届ける透明色の歌声～ 
●演奏曲目：小林秀雄 演奏会用アリア「すてきな春に」 
モーツァルト モテット《踊れ、喜べ、幸いなる魂よ》 
●出演：大嶋真規子（ソプラノ）、辻未帆（ピアノ） 

アトリエ１ 
14:00～ 

無料 

KEN-Vi名画サロン 「ジャコメッティ  最後の肖像」 
●監督：スタンリー・トゥッチ ●出演：ジェフリー・ラッシュ、アーミー・ハマー 

ミュージアムホール 
①10:30 
②13:00 
③15:30 

（各回入れ替え） 

1人 1,000 円 
（「芸術の館友の会」 

会員 500円） 

14日（日） 
勉強会（ピアノと声楽等） 

●主催：クラシック・ミュージック・アカデミー ●問合せ先：090-9878-6150 
アトリエ１ 
14:00開始 

無料 

20日（土） 
美術館の調べ ピアノトリオコンサート 

●演奏曲目：ラヴェル「ピアノ三重奏曲 イ短調」／クライスラー「コレルリの主題による変奏曲」  
●出演：高岸杏奈（ピアノ）、月嶹アミ（ヴァイオリン）、森百々恵（チェロ） 

アトリエ１ 
14:00～ 

無料 

21日（日） 

特別展「没後 130年 河鍋暁斎」展 対談「ふたつの暁斎展」 
●講師：池田芙美（サントリー美術館主任学芸員）、村田大輔（当館学芸員） 

レクチャールーム 

14:00～（約 60分） 

聴講無料 

（定員 100 名、 

要観覧券） 

第 22回 アンサンブル・フロット定期演奏会 ヨハネ受難曲全曲 
●主催：一般社団法人 アンサンブル・フロット 

●問合せ先：050-3598-2138 

アトリエ１ 
14:00開演 

（13:30 開場） 

入場料： 
一般 3,500（3,000）円 
学生 2,500（2,000）円 
※（）は前売り料金 

27日（土） 

美術館の日 
2002 年 4月 6日の兵庫県立美術館開館を記念する「美術館の日」。今年も多彩なプログラムを予定しております。 

コレクション展Ⅰ特集「境界のむこう」 学芸員によるギャラリートーク 
エントランスホール集合 

16:00～（約 45分） 

参加無料 

（要観覧券） 

美術館の調べ 井上由貴奈ピアノリサイタル ～ピアノでつづるフランス～ 
●演奏曲目：ラヴェル「ソナチネ」、「水の戯れ」／ドビュッシー「喜びの島」 

「前奏曲集第１集より『アナカプリの丘』」 ほか 
●出演：井上由貴奈（ピアノ） 

アトリエ１ 
14:00～ 

無料 

28日（日） 

美術館の日 
2002 年 4月 6日の兵庫県立美術館開館を記念する「美術館の日」。今年も多彩なプログラムを予定しております。 

特別展「没後 130年 河鍋暁斎」展記念解説会 「河鍋暁斎の創造性―写生からの展開」 
●講師：加美山史子（公益財団法人河鍋暁斎記念美術館主任学芸員） 

レクチャールーム 
14:00～（約 90分） 

聴講無料 
（定員 100 名、 
要観覧券） 



29日（月・祝） 
落語の会 晩酌は晩酌にして外は外 王郎 

 ●口演演目：露の吉次「子ほめ」、笑福亭学光「試し酒」 
レクチャールーム 

14:00～ 
500円 

（当日 13:00 から販売） 

 

（各種イベント 5月） 

4日（土・祝） 

 特別展「没後 130年 河鍋暁斎」展 関連企画  

こどものイベント 「河鍋暁斎に挑戦！」 

●対象：小学生以上 ※小学 2年生以下は保護者同伴必要 
※4月 4日（木）朝 10時より電話受付開始・先着順 

アトリエ２ 
13:30～15:00 

(受付 13:15～13:30) 

参加費：300 円 
（定員 20名、 

保護者の方は展覧会観
覧料〔団体料金〕 
1,200円が必要） 

美術館の調べ 太田裕子ソプラノコンサート ～アモーレは不思議の国？～ 

●演奏曲目：マウロ・ジュリアーニ「６つのアリエッタ」／G.ロッシーニ「約束」 
小林秀雄「すてきな春に」 ほか 

●出演：太田裕子（ソプラノ）、片桐えみ（ピアノ） 

アトリエ１ 
14:00～ 

無料 

12日（日） 

美術館の調べ 白石愛子・市川麻里子デュオコンサート ～ウィーン、わが夢の街～ 

●演奏曲目：モーツァルト「ピアノソナタ第 13番 変ロ長調 K.333」より／シューベルト「鱒」 
ブラームス「５月の夜」 ほか 

●出演：白石愛子（メゾソプラノ）、市川麻里子（ピアノ） 

アトリエ１ 

14:00～ 
無料 

17日（金） 

県美シネマクラシック ～天才 オーソン・ウェルズの世界～ 

「市民ケーン」 ①10：30～②16：00～ 
●脚本・監督：オーソン・ウェルズ 出演：オーソン・ウェルズ、ジョゼフ・コットン、ドロシー・カミンゴア 

「第三の男」 13：30～ 
●監督：キャロル・リード 出演：ジョゼフ・コットン、オーソン・ウェルズ、アリダ・ヴァリ 

ミュージアムホール 

1 作品 800円 
2 作品 1,200円 
 
「芸術の館友の会」会員 
1 作品 500円 

18日（土） 

美術館の調べ 竹野有紀ピアノリサイタル ～ドイツの旅－菩提樹 vol.1～ 

●演奏曲目：ベートーヴェン「ピアノ・ソナタ第 26番『告別』Op. 81a」／シューベルト「３つのピアノ曲 D946」 ほか 
●出演：竹野有紀（ピアノ） 

アトリエ１ 
14:00～ 

無料 

コレクション展Ⅰ『境界のむこう』 学芸員によるギャラリートーク 
エントランスホール集合 

16:00～（約 45分） 

無料 
（要観覧券） 

19日（日） 『没後 130年 河鍋暁斎』展 学芸員による解説会 
レクチャールーム 
14:00～（約 45分） 

聴講無料 
（定員 100 名、 
要観覧券） 

23日（木） 

第 2展示棟（Ando Gallery）がオープン 

建築家・安藤忠雄氏の作品模型等を展示するための展示棟が新たにオープンします。 

●展示内容：安藤忠雄の原点、震災復興プロジェクト、兵庫の建築、最新プロジェクト、建築関係等図書 

●入場料：無料 

25日（土） 

美術館の調べ ピアノと旅する幻想の世界 ～小野文ソロコンサート～ 

●演奏曲目：武満徹「雨の樹 素描 II－オリヴィエ・メシアンの追憶に－」 

バッハ「半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903」 ほか 

●出演：小野文（ピアノ） 

アトリエ 
14:00～ 

無料 

26日（日） 

四季シリーズコンサート ＜春＞  

チャリティコンサート 安藝榮子と仲間たち ～ミューズ達の午後～ 

●演奏曲目：パンツェリ「夢見る想い」／ビゼー「オペラ『カルメン』より『ハバネラ』」 ほか 

●出演：安藝榮子（ソプラノ）、菅野千賀（メゾソプラノ）、神原由紀子（ソプラノ）、幸野紀子（ピアノ） 

●朗読：Muse Mugendai（千葉恵美、片岡朋恵、小寺澤康代） 

アトリエ 
14:00～ 

全席自由 2,500 円 

 

 

 ※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 

平成 31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 


