
１２・１月のイベント 

 

 

     

（特別展） 

1/25（土） 
～ 

3/29（日） 

（特別展）  

「ゴッホ展」 
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） 

 

特別展示室 

 

料

金 

一 般：1,700 円 
大学生：1,300 円 
70 歳以上：850 円 
高校生以下無料 

（コレクション展Ⅲ） 

11/23 
（土・祝） 
～ 

2020/3/1（日） 

（小企画） 

「塩売りのトランク マルセル・デュシャンの『小さな美術館』」 
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 
 

料 

 

金 

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

（特集） 

 「もうひとつの日常」 
 

常設展示室 

 

（共催展） 

1/12（日） 

～ 

1/15（水） 

 

第 42回國際書画関西展 

●10：00～17：30（最終日は 15：00 まで） ●主催：國際書画連盟 ●問合せ先：03-3837-4445 

 

ギャラリー棟 3 階 

 

 

 

 

 

料 

 

金 

無料 

1/17（金） 

～ 

1/19（日） 

第 35回 明石高校美術科展 

●10：00～18：00（最終日は 15：00 まで）  

●主催：兵庫県立明石高等学校 ●問合せ先：078-911-4376 

 

ギャラリー棟 3 階 無料 

1/22（水） 

～ 

1/31（金） 

阪神・淡路大震災２５年 

９１３１ -絵がつなぐ あの日とそれから- 
●10:00～18:00（入場は 17:30 まで） 

●主催：NHK神戸放送局、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター、兵庫県立美術館、兵庫県 

●公式サイト：https://www.nhk.or.jp/kobe/9131/ 

 

ギャラリー棟 1 階 

アトリエ１ 無料 

 

 

（各種イベント 12月） 

6 日 

（金） 
「富野由悠季の世界」展 関連イベント 担当学芸員によるギャラリートーク（入門編） 

展覧会会場入り口集合 

18:00～（約 60分） 

無料 

（要展覧会観覧券） 

7 日 

（土） 

美術館の調べ 徳永碧フルートリサイタル 
●演奏曲目：ドップラー「ハンガリー田園幻想曲」 ほか 

●出演：徳永碧（フルート）、新居幸枝（ピアノ） 

エントランスホール 
14:00～ 

無料 

8 日 

（日） 

なぎさ小学校合唱部クリスマスコンサート 
●主催：なぎさ小学校合唱部 

●問合せ先：nagisa.gassyobu@gmail.com 

ミュージアムホール 

11：00 開演 
（10：45開場）  

無料 

13 日 

（金） 

世界の音楽 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） ほか 

●出演：倪百聰（バス）、吳旭玲（ソプラノ）、林子文（ギター）、 吳玉貞（ピアノ）、張文乃（指揮）、鳴尾牧子（二胡）、 

文暁鈴（ピアノ）、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 

14:00～ 
無料 

14 日 

（土） 

KEN-Vi 名画サロン 「富野由悠季の世界」展開催記念上映 

「伝説巨神 イデオン 接触篇・発動篇」 

●総監督：富野喜幸（現:富野由悠季） ●監督：滝沢敏文 

①10：30『接触篇』 ②12：45『発動篇』 

③15：15『接触篇』 ④17：20『発動篇』 

ミュージアムホール 

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） 

美術館の調べ 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」ほか ●出演：河本祥太朗（チェンバロ） 

エントランスホール 
14:00～ 

無料 

コレクション展Ⅲ小企画「塩売りのトランク マルセル･デュシャンの『小さな美術館』」 
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 
16:00～16:45 

無料 

（要展覧会観覧券） 

15 日 

（日） 

落語の会 県美亭ワンコイン寄席 

「名人芸は日本酒でっか？」 「徳利楽しんで下さい」 

●口演演目：露の吉次「浮世床」、桂枝女太「住吉駕籠」 

レクチャールーム 

14:00～ 

500円 

（当日 13:00 から販売） 

18 日 

（水） 

安藤忠雄氏ギャラリートーク 

●当館ホームページよりお申込みください。 https://www.artm.pref.hyogo.jp 

●お問い合わせ：078-262-0901 

Ando Gallery 

（安藤ギャラリー） 
13:00～13:30 

（受付開始 12:30～） 

無料 

20 日 

（金） 

美術館の調べ 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：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） 

エントランホール 
14:00～ 

無料 

21 日 

（土） 

 

こどものイベント いろ・わざ・たこづくり 
●対象：小学生以上 ※小学 2年生以下は保護者同伴が必要 

※11 月 21 日（木）10：00 から電話受付開始・先着 

アトリエ２ 

10：30～15：30 
（受付 10：15～10：30） 

 参加費：500 円 

（定員 30名） 



 

21 日 

（土） 

美術館の調べ 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：井上晴美（ソプラノ）、中橋昂佑（バリトン）、片桐えみ（ピアノ） 

エントランスホール 
14:00～ 

無料 

コレクション展Ⅲ特集「もうひとつの日常」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 

エントランスホール集合 
18:00～（約 60分） 

無料 

（要展覧会観覧券） 

22 日 

（日） 

コレクション展Ⅲ小企画「塩売りのトランク マルセル・デュシャンの『塩売りのトランク』」  
関連講演会 「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） 

レクチャールーム 
14:00～15:30 

無料 

（先着 100 名、要展覧会

観覧券、「芸術の館友の

会」会員優先席あり） 

 

（各種イベント 1月） 

12月 31日・1月 1日（年末年始）、 

1月 2日～10日（メンテナンス）は、休館いたします。 

18 日 

（土） 

「第 35 回 明石高校美術科展」関連イベント ワークショップ「こんなものがスタンプに!?」 

●対象：小学生  

※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（定員 20 名、先着順） 

●主催：兵庫県立明石高等学校 ●問合せ先：078-911-4376 

アトリエ２ 

13:30～15:00 

無料  

（要事前申込） 

美術館の調べ 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：藤原道代（ソプラノ）、長谷川いずみ（ピアノ） 

エントランスホール 

14:00～ 
無料 

コレクション展Ⅲ小企画 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 

16:00～16:45 

無料 

（要展覧会観覧券） 

19 日 

（日） 

「第 35 回 明石高校美術科展」関連イベント プレゼンテーション発表・講演 

●主催：兵庫県立明石高等学校 ●問合せ先：078-911-4376 

ミュージアムホール 

11:20～14:50 
無料 

コレクション展Ⅲ特集 こどものイベント 

※詳細はホームページをご覧ください。 
未定 未定 

25 日 

（土） 

KEN-Vi名画サロン 新年特別上映会 「グリーンブック」 

●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 

①10：30 

②13：30 

③16：30 

１人 1,000 円  

「芸術の館友の会」 

会員 500 円 

美術館の調べ 三浦裕梨香&白藤望 デュオリサイタル 

●演奏曲目：ベートーヴェン「ヴァイオリン・ソナタ第 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：三浦裕梨香（ヴァイオリン）、白藤望（ピアノ） 

エントランスホール 

14:00～ 
無料 

26 日 

（日） 

特別展「ゴッホ展」記念講演会 「ファン・ゴッホ、ハーグ、パリ… ―変革と反復―」 

●講師：圀府寺司 氏（大阪大学教授） 

※当日 10：00～ホワイエで整理券配布 

ミュージアムホール 

14:00～（約 90 分） 

聴講無料 

（定員 250 名、要展

覧会観覧券、「芸術

の館」友の会会員優

先座席あり） 

落語の会 県美亭ワンコイン寄席 「子年も頑張りマウス」 「チュー目してネ」 

●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」 

レクチャールーム 

14:00～ 

500 円 

（当日 13:00 から 

販売） 

 

 
※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 

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 


