
 

1/10（木）  
～ 
3/10（日）） 

特別展 フィンランドのくらしとデザイン‐ムーミンが住む森の生活 
●会期中毎週日曜日の 11 時より 『ミュージアム・ボランティアによる解説会』(無料) 

一  般：1,300 円 
大学生：900 円 
高校生・65 歳以上：650 円 
中学生以下無料 

2012/ 
11/17（土） 
～ 

2013/2/24（日） 

2012 年度 コレクション展Ⅲ  
コレクション名品選 ：こんな人がいた！兵庫美術家列伝 
小 企 画 ：赤鉛筆のアウトサイダー 小幡正雄展 

●会期中の金・土・日曜日の 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) 

展
覧

会

料
金

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 

1/29(火)～2/3(日) 
平成24年度 神戸市幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校造形展  

第 12 回 神戸っ子アートフェスティバル 
※10:00～18:00 ただし、1 日・2 日は 20：00 まで 

ギャラリー棟 無 料 

2/8(金）～10(日） カオス 2013 神戸芸術工科大学卒展 ※10:00～17:30  ●主催：神戸芸術工科大学 ギャラリー棟 無 料 

2/22（金）～24（日） 
専門学校アートカレッジ神戸 卒業進級制作展 ART WORKS 2013 

※10:00～18:00 ただし２４日は 10:00～15:00  ●主催：専門学校アートカレッジ神戸 
ギャラリー棟3階 
ギャラリー 無 料 

2/23(土）～24(日） 
創立30周年記念〈多文化写真展〉－グローバル社会の明日を拓くために-つなげよう人間の絆を- 
※<写真展>23 日は 11：00-17：00、24 日は 10：00-16：00、（２Ｆ回廊にて）、<フォーラム>23 日 13：30～ 

<授賞式>24 日 16：00～  ●主催： NPO法人留学生ホストファミリー交流センター 

ギャラリー棟2階 ・ 
ミュージアムホール 無 料 

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 「昼下りの情事」 
●監督・脚本：ビリー・ワイルダー 出演：オードリー・ヘプバーン、ゲーリー・クーパーほか 

（1957 年アメリカ映画 130 分） 【1 回目 10：30～、2 回目 13：10～、3 回目 15：50～】 
ミュージアムホール 

1,000 円 
（定員：各回250名） 

（各回入替制） 2 日（土） 
藤波真理子＆早川藍香ピアノジョイントリサイタル 

●曲目：バッハ「半音階的幻想曲とフーガ」、シューマン「クライスレリアーナ」 ほか 
●出演：藤波真理子・早川藍香（ピアノ） 

アトリエ 

14：00～ 
無 料 

こどものイベント 「アートであそぼ！ はって なぞって つながって！」 
●「第12回神戸っ子アートフェスティバル」にあわせて行う工作イベント。どなたでもご参加いただけます。 

ホワイエ 

11：00～14：00 
無 料 

※入退場自由 
２（土）・３（日） 

こどものイベント 「美術館探検ツアー」 
●美術館のあんな所、こんな所に、皆さんをご案内します。※集合はギャラリー棟３階西側受付。 

美術館館内 

14：00～14：30 
無 料 

3 日（日） 
フィンランドのくらしとデザイン展 関連事業 記念コンサート 
ヤンネ舘野トーク＆コンサート 「フィンランドの響き」 

●出演：ヤンネ舘野（ヴァイオリン）、宮田雅代（ピアノ）、山本由美子（ヴィオラ）、山岡真弓（チェロ） 

アトリエ１ 

14：00～ 

無 料 
（定員：150 名） 
（ただし要観覧券、

半券可） 

6 日（水） 

世界の音楽 オーロラの国 ノルウェーの愛の旋律＆舞踊 
●曲目：ノルウェーダンス（ノルウェー民謡）／ハリング（Ｅ．グリーグ）ほか 

●出演：オーロラ・クインテット＝山瀬理桜（ヴァイオリン＆ハルダンゲルヴァイオリン 編曲＆作
曲）、モーテン・ヴァトン、山瀬クリスティーナ静佳(ハンダンゲルヴァイオリン＆歌)、白石優香、 

ウルフ・アルネ・ヨハネッセン、オラブ・ルクセンゴール・ミエルヴァ 

エントランスホール 

14：00～ 
無 料 

（定員：200 名） 

フィンランドのくらしとデザイン展 関連事業 「学芸員による解説会」 
●学芸員が展覧会の見どころをわかりやすく解説します。 ●講師：飯尾由貴子（当館学芸員） 

レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 
9 日（土） 

美術館の調べ 高橋慎太郎サクソフォンリサイタル 
●曲目：エリック・サティ「ジュ・トゥ・ブ」／ガーシュイン「ラプソディーインブルー」ほか 

●出演：高橋慎太郎（サクソフォン）、藤本さえ子（ピアノ） 
エントランスホール 

14：00～ 
無 料 

（定員：200 名） 

10 日（日） 
コレクション展Ⅲ 赤鉛筆のアウトサイダー 小幡正雄展 関連事業 

座談会「小幡正雄を語る」 
●ゲスト：山崎美和（ひふみ園）、服部正（横尾忠則現代美術館学芸員） 

レクチャールーム 

14：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 

フィンランドのくらしとデザイン展 関連事業 講演会 
「フィンランドと日本と デザインのおはなし」 

●講師：ユホ・ヴィータサロ（インダストリアル・デザイナー） ※開場は１3 時 
ミュージアムホール

14：00～ 

無 料 
（定員：250 名） 
（ただし要観覧券、

半券可） 11 日（月・祝） 
フィンランドのくらしとデザイン展 関連事業 講演会 

「フィンランドの生活を通してそれぞれの生き方を考える」 
●講師：安藤忠雄（建築家） ※10 時よりホワイエにて整理券を配布します。開場は 16 時 

ミュージアムホール 

16：30～ 

無 料 
（定員：250 名） 
（ただし要観覧券、

半券可） 
コレクション展Ⅲ こんな人がいた！兵庫美術家列伝 関連事業 

学芸員によるギャラリートーク 
●展示室内で学芸員がわかりやすく解説します。 ●講師：西田桐子（当館学芸員） 

金山平三記念室 

16：00～ 

無 料 
(ただし要観覧券、 

半券可) 

美術館の調べ トリオSEA リサイタル～ヴァイオリン・フルート・ピアノの調べ～ 
●曲目：サラサーテ「チゴイネルワイゼン」 ほか 

●出演：中鼻佐和（ヴァイオリン）、櫻井恵里奈（フルート）、田中敦子（ピアノ） 
アトリエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 
16 日（土） 

兵庫県森林動物研究センターシンポジウム 「野生生物の保全と管理の最前線」 
－拡大する被害にどう立ち向かうか？－ ●主催：兵庫県森林動物研究センター 

ミュージアムホール 

13：00～ 
無 料 

（定員：250 名） 
フィンランドのくらしとデザイン展 関連事業 連続講座 

「アートからデザインへ、デザインからアートへ フィンランドから現代を考える」 
●講師：小玉祐一郎（神戸芸術工科大学環境・建築デザイン学科教授）、逸身健二郎（同大学プ
ロダクトデザイン学科教授）、佐久間華（同大学院芸術工学研究科助手）、山崎均（同大学デザイ
ン教育研究センター教授・博物館学芸員課程担当）※各講座終了後に４人で座談会を行います。 

ミュージアムホール 

14：00～17：00 

無 料 
（定員：250 名） 
（ただし要観覧券、

半券可） 17 日(日)  
 

四季シリーズ＜冬＞ 冬に咲く花コンサート 
●曲目：「花の中のわらべたち」「妖精のまつり」「海の画集」「澪つくし」ほか 

●出演：狩谷春樹（生田流新絃社二代家元）、田中峰彦（シタール）、植木美帆(チェロ)、米村鈴笙・
森田耕山（尺八）、狩谷瑠美（唄・ピアノ）、アシュヴィレル合奏団、生田流新絃社、新絃社合奏団 

アトリエ 

14：00～ 
3,000 円 
（定員：150 名） 

フィンランドのくらしとデザイン展 関連事業 「おやこ解説会」 
●担当の学芸員が展覧会のみどころをわかりやすく紹介します。 

レクチャールーム 

13：30～ 
無 料 

（小学生とその家族） 

フィンランドのくらしとデザイン展 関連事業 「学芸員による解説会」 
●学芸員が展覧会の見どころをわかりやすく解説します。 ●講師：飯尾由貴子（当館学芸員） 

レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 23 日(土) 

レクチャーコンサート 異色のトリオ～知られざる名曲の輝き 
●曲目：R.アーン「ロマネスク」／R.シューマン「おとぎ話 op.132」ほか 
●出演：赤埴尚子（フルート）、増茂和美 （ヴィオラ）、渡辺千津（ピアノ） 

アトリエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）： 2月は3日(日)、23日（土）に実施。 
予約制。有料。 お問合わせ先 Heart Mam(ハートママ）090-3948-3719 

※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 ２月のイベント 

2月24日（日） サンケイホールブリーゼにて開催の「舘野泉ピアノ・リサイタル フィンランドのくらしと音楽と」のチケットまたは半券で特別展「フィンランドとくらしのデザイン」展の観覧可能 


