
1 日（日）
いわさきちひろ展記念講演会「母、ちひろの思

●講師：松本猛（いわさきちひろ長男
※要展覧会チケット。正午よりチケットブ

コレクション展Ⅰ関連事業「学芸員
講師：速水豊（当館

金山平三展関連事業 連続レク
第 1 回「画家・金山平三の土台

-少年期、東京美術学校
講師：萬木康博（美

7 日（土）

美術館の調べ 「田中郷子
●曲目：グノー「ファウスト」より”宝石の歌”

●出演：田中郷子（ソプラノ）

8 日（日）
いわさきちひろ展記念講演

●講師：永田萠（イラストレ
※要展覧会チケット。正午よりチケットブ

13 日（金）・
14 日（土）

KEN-Vi 名画サロン
監督：ルキノ・ヴィスコンティ、出演：ヘルムート・バーガ

（伊・仏・西独合作/1973 年/カラー/3 時間 57 分）

金山平三展関連事業 連続レク
第 2 回「帝展時代

講師：相良周作（当

14 日（土） 美術館の調べ 「和田秀美＆朴華
～春の歌曲とモーツァ

●曲目：ヨハン・シュトラウス「春の声」／小林秀雄「す
●出演：和田秀美・朴華蓮（ソプラ

15 日（日） いわさきちひろ展関連事業 「子ども
●小学校低学年以下のお子さんを対象。※開始 5 分前

美術館の調べ 「金澤佳代子名曲
●曲目：リスト「ラ・カンパネラ」／ショパ

●出演：金澤佳代21 日（土）

いわさきちひろ展関連事業 「子ども
●小学校低学年以下のお子さんを対象。※開始 5 分前

28(土)・29(日)
2012 年度 美術館

●キーワードパズル ●絵本コーナー ●ネットミュージ
●上映会 ●友の会へようこそ など

こどものイベント「アー
●コレクション展Ⅰの出品作品に関係した工作に

金山平三展関連事業「学芸員に
講師：当館学

コレクション展Ⅰ関連事業「学芸員によ
第 1 回 「絵のリアル

講師：速水豊（

28 日（土）

美術館の調べ 「井上麻子レクチャーコンサ
●曲目：モーリス「プロヴァンスの風

●出演：井上麻子（サクソフ

29 日（日） Music Concert ＆
●主催：久保田裕美フルー

4/7（土）

～
5/20（日）

特別

開館 10 周年記念 日本
移りゆく時間の中で

●会期中毎週日曜日の 11 時より 『ミ

※本展観覧券（または半券）で、｢2012 年度コレクション展

3/24（土）

～
6/24（日）

２０１２年度コレクション展Ⅰ
●会期中の金・土・日曜日の 13 時より 『ミュ

3/31（土）

～
5/6（日）

毎日新聞創刊 140 年記
母のまなざし・子ども

主催：毎日新聞社・神戸

★アートとともだち！ 平成２４年度兵庫県立美術館「芸術の館友

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
４月のイベント
い、今、子どもたちへ伝えたいこと」
・ちひろ美術館常任顧問）

ース前にて整理券を配布します。

ミュージアム

ホール

14：00～

無 料
（定員：250 名）

によるギャラリートーク」
学芸員）

常設展示室

16：00～
無 料

（要観覧券）

チャー「金山平三を語る」
形成に関わる３つのこと
、そして滞欧経験」
術評論家）

レクチャールーム

15：30～
無 料

（定員：100 名）

ソプラノリサイタル」
／ナポリ民謡「サンタルチア」ほか

、金澤佳代子（ピアノ）

アトリエ 1

14：00～
無 料

（定員：150 名）

会「思いをつなぐ」
ーター・絵本作家）
ース前にて整理券を配布します。

ミュージアム

ホール

14：00～

無 料
（定員：250 名）

「ルートヴィヒ」
ー、ロミー・シュナイダー、トレヴァー・ハワード

各日 1 回【13：00～17：15】（途中休憩含む）

ミュージアム

ホール
1,300 円

（定員：各回 250 名）

チャー「金山平三を語る」
の金山平三」
館学芸員）

レクチャールーム

15：30～
無 料

（定員：100 名）

蓮ソプラノデュオコンサート」
ルトの調べ～
てきな春に」／モーツァルト「アレルヤ」ほか
ノ）、佐田めぐみ（ピアノ）

エントランス

ホール

14：00～

無 料
（定員：200 名）

向けイベント おはなし会」
にいわさきちひろ展チケットブース前に集合。

アトリエ 1

14：00～

無 料
（定員：お子さんとその

保護者合わせて 30 名）

コンサート～愛の調べ～」
ン「華麗なる大円舞曲」ほか

子（ピアノ）

エントランス

ホール

14：00～

無 料
（定員：200 名）

向けイベント おはなし会」
にいわさきちひろ展チケットブース前に集合。

アトリエ 1

14：00～

無 料
（定員：お子さんとその
保護者合わせて 30 名）

の日イベント
アム兵庫文学館検定 ●美術館七不思議ツアー
、楽しいイベント盛り沢山。

美術館館内

10：00～
無 料

（一部 要観覧券）

トであそぼ！」
挑戦してみよう。大人の方も大歓迎です！

エントランス

ホール
11：00～

無 料
（入退場自由）

よるギャラリートーク」
芸員

企画展示室

17：00～
無 料

（要観覧券）

るコレクション入門レクチャー」
と様々なスタイル」

当館学芸員）

レクチャールーム

16：00～
無 料

（定員：100 名）

ート～サクソフォーン今昔物語～」
景」／神本真理「ajour」ほか

ォン）、藤井快哉（ピアノ）

アトリエ 1

14：00～
無 料

（定員：150 名）

Akari Art
ト教室 ※12：30 開場

アトリエ 1

13：00～
無 料

（定員：150 名）

展

の印象派・金山平三
描く日本の風景

ュージアム・ボランティアによる解説会』

Ⅰ｣を無料でご覧いただけます。(本展会期中に限る)

一 般：1,200 円
大学生：900 円

高校生・65 歳以上：600 円
中学生以下無料

美術をみる 8つのポイント
ージアム・ボランティアによるガイドツアー』

一般：500 円
大学生：400 円
高校生・65 歳以上：250 円

中学生以下無料

念 いわさきちひろ展
たちへのメッセージ
新聞社・ちひろ美術館

３階
ギャラリー

一 般：1,000 円
大学生：800 円
高校生・65歳以上：500円
中学生以下無料

の会」入会受付中！！

：078-262-0916 


