１０・１１月のイベント
（特別展）
10/12（土）
～
12/22（日）

富野由悠季の世界

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

特別展示室

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）

（コレクション展Ⅱ）
（小企画）

7/6（土）
～
11/10（日）

「美術の中のかたち―手で見る造形
八田豊展 流れに触れる」
（特集１）

「けんび八景―新収蔵作品紹介」
（特集２）

「没後 80 年 村上華岳」

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
（エントランスホー
ル集合）

常設展示室 4

一 般：500 円
常設展示室
1,2,3,5

円
料 大学生：400
70 歳以上：250 円
高校生以下無料

金
常設展示室 6

（コレクション展Ⅲ）
（小企画）

11/23
（土・祝）
～
2020/3/1
（日）

「塩売りのトランク マルセル・デュシャンの『小さな美術館』」
（特集）

「もうひとつの日常」

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
（エントランスホール
集合）

常設展示室 6

常設展示室

料 一 般：500 円
金

大学生：400 円
70 歳以上：250 円
高校生以下無料

（注目作家紹介プログラム チャンネル 10）
11/23
（土・祝）
～12/22（日）

入江早耶展

ロマンス

純真遺跡～愛のラビリンス～

アトリエ１

無料

（共催展）

日本・ポーランド国交樹立 100 周年記念 サンテレビ開局 50 周年記念
ショパン－200 年の肖像

10/12（土）
～
11/24（日）

●主催：ショパン展神戸実行委員会（神戸新聞社、サンテレビジョン）
●問合せ先：ハローダイヤル 050-5542-8600（－11／30 全日 8：00－22：00）

ギャラリー棟 3 階

料 一般：1,400 円
大高生：800 円
金 小中生：600 円

（各種イベント １０月）
コレクション展Ⅱ特集「けんび八景」関連 こどものイベント 「くみ≠あわせよう！」
●対象：どなたでも（小学２年生以下は保護者の同伴が必要） ※9/5（木）10:00 より電話受付開始（先着順）

アトリエ２
13:30～16:00
（受付 13:15～13:30）

参加費：300 円（定員 20
名、保護者の方は観覧
料 400 円必要）

美術館の調べ 佐藤佑樹ピアノリサイタル
●曲目：ベートーヴェン「ピアノソナタ第 21 番『ワルトシュタイン』」／ショパン「エチュード 作品 25‐10」
●出演：佐藤佑樹（ピアノ）

アトリエ１
14:00～

無料

クァルテット“奏”オータム・コンサート
●主催：クァルテット“奏” ●問合せ先：078-736-3822

アトリエ１
14:00 開演（13:30 開場）

無料

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント
西水佳代氏コンサート 「ショパンとポーランド～音楽と映像で辿る歴史～」
●出演：西水佳代氏（ピアニスト）

アトリエ１
11：30 開演（約 60 分）

無料
（要ショパン展観覧券、
150 名先着）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント 講演会「《ベルサイユのばら》の遠景とショパン」
●講師：関口時正氏（翻訳家、東京外国語大学名誉教授）

ミュージアムホール
13:00～（約 90 分）

無料
（要ショパン展観覧券、
250 名先着）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント コンサートパフォーマンス「フリデリクの心臓」
●出演：牧村英里子氏（ピアニスト、ステージパフォーマー）

アトリエ１
15:00～（約 60 分）

無料
（要ショパン展観覧券、
150 名先着）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント
西水佳代氏コンサート 「ショパンとポーランド～音楽と映像で辿る歴史～」
●出演：西水佳代氏（ピアニスト）

アトリエ１
11：30 開演
（約 60 分）

無料
（要ショパン展観覧券、
150 名先着）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント
講演会「ショパンを育んだ都市ワルシャワ̶近世末から近代前半の 100 年間の変貌」
●講師：白木太一氏（大正大学教授）

ミュージアムホール
13:00～（約 90 分）

無料
（要ショパン展観覧券、
150 名先着）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント
野々村亜梨沙氏コンサート 「優雅なるショパンの調べ～ワルシャワを散策しながら～」
●出演：野々村亜梨沙氏（ピアニスト）

アトリエ１
15:00 開演（約 60 分）

無料
（要ショパン展観覧券、
150 名先着）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント
西水佳代氏コンサート 「ショパンとポーランド～音楽と映像で辿る歴史～」
●出演：西水佳代氏（ピアニスト）

アトリエ１
11：30 開演（約 60 分）

無料
（要ショパン展観覧券、
150 名先着）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント 講演会「ポーランドの民族舞踏マズルカとショパン」
●講師：下田幸二氏（音楽評論家、ピアニスト）

アトリエ１
14:00～（約 90 分）

無料 （要ショパン展
観覧券、150 名先着）

18 日
（金）

特別展「富野悠由季の世界」関連 担当学芸員によるギャラリートーク（入門編）

展覧会会場入口に集合
18:00～（約 60 分）

無料
（要富野展観覧券）

19 日
（土）

共催展「ショパン―200 年の肖像」記念特別上映 「ショパン－愛と哀しみの旋律」
●監督・脚本：イェジー・アントチャク ●出演：ピョートル・アダムチク、ダヌタ・ステンカ

ミュージアムホール
①10:30 ②13:30
③16:10（各回入れ替え）

１人 1,000 円
（「芸術の館友の会」
会員 500 円）

5日
（土）

6日
（日）

12 日
（土）

13 日
（日）

14 日
（月・祝）

美術館の調べ フルート金川知子＆ピアノ高橋千恵 ～さわやかな秋風にのせて～
●曲目：プーランク「フルートとピアノのためのソナタ」ほか ●出演：金川知子（フルート）、高橋千恵（ピアノ）

アトリエ１
14:00～

無料

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント 講演会「親日国№1 ポーランド～日本との熱き絆と感動の秘話」
●講師：河添恵子氏（ノンフィクション作家）

ミュージアムホール
14:00～（約 90 分）

無料 （要ショパン展観
覧券、250 名先着）

風流人倶楽部アリエッタ Autumn コンサート（６種類のフルートによるアンサンブル）
●主催：風流人倶楽部アリエッタ

アトリエ１
14:00 開演（13:30 開場）

無料

22 日
（火・祝）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント 講演会「澤田柳吉ピアノ・リサイタル 再現レクチャー・コンサート」
●講師：多田純一氏（奈良佐保短期大学専任講師）、山﨑千加氏（ピアニスト）

アトリエ１
14:00 開演（約 180 分）

無料 （要ショパン展観
覧券、150 名先着）

26 日
（土）

美術館の調べ ピアノトリオで巡る作曲家の風景より
●曲目：ハイドン「ピアノ三重奏曲 ト長調 Hob.XV:25『ジプシートリオ』」ほか
●出演：原田潤一（ヴァイオリン）、中島紗理（チェロ）、西村奈菜（ピアノ）

アトリエ１
14:00～

無料

劇場版『ガンダム G のレコンギスタ I』「行け！コア・ファイター」関西最速試写会＆富野由悠季監督アフタートーク
●講師：富野由悠季氏（映像監督・展覧会出品作家） ※申し込み受付は終了しました。

ミュージアムホール
14:00～（約 4 時間）

無料（要展覧会観覧券・
半券、事前申込制、定
員 250 名）

共催展「ショパン－200 年の肖像」関連イベント ショパンファンタジア
●出演：石井玲子氏（ピアノ）、植田延江氏（ヴィオラ）、北中綾子氏（ピアノ）、關谷範子氏（ピアノ）、
田中正也氏（ピアノ）、湊谷亜由美氏（ピアノ）

アトリエ 1
15:00 開演（約 180 分）

有料
（料金はショパン展本チ
ラシ、公式 HP 参照）

20 日
（日）

27 日
（日）

（各種イベント 11 月）
2・3 日

2日
（土）

関西文化の日

当館では「コレクション展Ⅱ」観覧無料をはじめ、多彩なプログラムを開催します。
ミュージアムホール
開場 13:30～
開演 14:00～（90 分）

無料（要展覧会観覧券・
半券、事前申込制、定
員 250 名、友の会会員
優先席有）

アトリエ１
14:00～

無料

アトリエ１
14:00～

無料

アトリエ２
14:00～

前売 2,500 円
当日 3,000 円

アトリエ１
14:00～

無料

アトリエ１
14:00 開場・開演

無料

ミュージアムホール
①10：30 ②13：00
③15：10

１人 800 円 （「芸術の
館友の会」会員 500 円）

アトリエ２
13：00～16：00

要参加費

インパール作戦 75 周年イベント 短編映画「インパール 1944」上映会＆梶岡潤一監督講演会
●主催：梶岡潤一監督講演会実行委員会 ●問合せ先：f7mori@hotmail.com ●担当：森

ミュージアムホール
10:30 開演（10:15 開場）

無料

美術館の調べ 内藤裕子ピアノリサイタル

アトリエ１
14:00～

無料

アトリエ１
13:30 開演（13:00 開場）

入場料：前売 3,000 円
当日 3,500 円

ショパン展関連 シンポジウム「知られざる日本とポーランドの友好の絆̶ポーランドのシベリア孤児と神戸・大阪」
●講師：松本昭男氏、ヴィエスワフ・タイス氏、岡崎拓氏、藤井和夫氏（司会）
●主催：ショパン展神戸実行委員会（神戸新聞社、サンテレビジョン）
●問合せ先：ハローダイヤル 050-5542-8600 （11／30 まで 全日 8：00－22：00）

ミュージアムホール
14:00～（約 120 分）

入場料：無料
（要ショパン展観覧券）
250 名先着

落語の会 「寄席は救急箱？」 「クスリがたくさん」
●口演演目：露の吉次「寄合酒」、桂花團治「佐々木裁き」

レクチャールーム
14:00～

500 円
（当日 13:00 から販売、
先着 120 人）

チャンネル 10 入江早耶展プレイベント第 1 部 ワークショップ
「みんなで、はにわダスト！ ～消しカスで、はにわ作り～」 友の会共催事業
●イベント名「みんなで、はにわダスト！」・氏名・学年（小学生以下の場合）・申込人数・会員種別番号（友の会会員
の場合）を明記のうえ、メール・FAX にてお申込み●メール: tomonokai@artm.pref.hyogo.jp Fax : 078-262-0903
●制作した作品は、チャンネル展会期中に展示し、12 月 25 日（水）以降、友の会カウンター窓口で返却予定です。

アトリエ２
13:30～15:00
（受付：13:15～）

参加費：300 円
（定員 20 名、
小学 1 年生以上、
要事前申込）

レストランｆｆ （当館２F）
15:30～16:30
（受付 15:15～）
アトリエ２ 11:00～17:00
毎時 00 分より６回の実
施（体験時間約 60 分）

800 円
（20 名、友の会会員限
定、要事前申込）
参加費 500 円、要整理
券（10：30～会場配布）
定員：各回 25 名

エントランスホール
14:00～

無料

「富野由悠季の世界」記念トークイベント 「富野由悠季監督に質問です。」
●講師：富野由悠季氏（映画監督・展覧会出品作家） ※申込受付は終了しました。
美術館の調べ 声の饗宴～日本の名歌&オペラ「椿姫」ハイライト～
●演奏曲目：山田耕筰「母のこえ」「曼珠沙華」「かやの木山の」／ヴェルディ「オペラ『椿姫』」ハイライト」
●出演：愛宕結衣（ソプラノ）、上ノ坊航也（テノール）、林剛一（バリトン）、雁瀬由香（ピアノ）

3日
（日・祝）

文化の日に贈るクラシックコンサート
「レ・シルフィード」秋のコンサート ～５種類のフルートで奏でるアンサンブルの魅力～
●演奏曲目：モーツァルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」より●出演：吉岡美恵子、小早恵、林美保、安川優子

4日
（月・休）

●演奏曲目：ライムライト／ティティナ／踊り明かそう／イタリア映画メドレー ほか

9日
（土）
10 日
（日）
15 日
（金）

世界の音楽 世界をつなぐシネマ音楽 ～ポップコーンを片手に～
●出演：李浩麗（歌唱）、古味亜紀（ヴァイオリン）、菅野稔子（アコーディオン）、細辻秀美（チェロ）

美術館の調べ 深井千聡ピアノリサイタル
●演奏曲目：シューマン「フモレスケ Op.20」／ショパン「スケルツォ 第３番 Op.39」 ●出演：深井千聡（ピアノ）
●問合せ先：NPO 法人響愛学園

響愛学園コンサート＆アート展「MercyWORLD」
●TEL 0586-64-8491 ●FAX 0586-64-8492 ●E-Mail info@kyoai-gakuen.com

県美シネマクラシック 「ショパン展」開催記念特別上映 「別れの曲」
●監督：ゲツァ・フォン・ボルヴァリー ●出演：ウォルフガング・リーベンアイナー、ハンナ・ヴァーグ
「富野由悠季の世界」こどものイベント パラパラマンガに挑戦！
●講師：イワイフミ氏（作家）●申込期間：10 月 16 日（水）10:00～
●申込方法：電話にて事前申し込み（こどものイベント係 TEL： 078-262-0908）

16 日
（土）

●演奏曲目：ハイドン「ピアノソナタ 第 34 番 Hob.XVI：34 ホ短調」ほか ●出演：内藤裕子（ピアノ）

コンサート La Vie est Belle
●主催：森本耕太朗 ●問合せ先：078-784-3548

17 日
（日）

チャンネル 10 入江早耶展プレイベント第２部 アーティストとの交流会 友の会主催事業
●詳細、お申込み方法は友の会ＨＰをご確認ください。
「富野由悠季の世界」こどものイベント プラモデルをつくってみよう！

23 日
（土・祝）

美術館の調べ 川﨑想・坂本樹生 ジョイントリサイタル
●演奏曲目：プッチーニ「オペラ『マノン・レスコー』より“一人捨てられて”」ほか
●出演：川﨑想（ソプラノ）、坂本樹生（バリトン）、安野美咲（ピアノ）

チャンネル 10 入江早耶展オープンイベント「入江早耶アーティスト・トーク」
●申込不要・直接会場へお越しください。

24 日
（日）
30 日
（土）

安藤忠雄記念講演会「現代美術とともに青春を生きる」
植物の魔術師“ピートアウドルフ”ドキュメンタリー映画 「FIVE SEASONS」上映会＆トークイベント
●主催：兵庫県立淡路景観園芸学校 問合せ先：0799-82-3131 ●当校ホームページより要事前申込。

※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

アトリエ１
14:00～14:45
ミュージアムホール
１３:００～１３:４５
（受付１１:３０～）
ミュージアムホール
14:00 開演（13:30 開場）

聴講無料
無料
（定員２５０名、要予約）
無料
（要事前申込）

令和元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

