
 

美術館の調べ 春風をフルートの音色に乗せて 
●曲目：モーツァルト「フルートソナタ 作品14 ハ長調」／ドップラー「ハンガリー田園幻想曲」ほか 

●出演：佐藤実希子（フルート）、佐藤裕美子（ピアノ） 

ホワイエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 
2 日（土） 

中央区出演 ボランティア交流会 
●主催：神戸市中央区社会福祉協議会 

ミュージアムホール

13：30～ 
無 料 

こどものイベント 「500 色の色絵えんぴつ 子どもワークショップ」 
●500 色の色えんぴつで、自分の作品を作ってみよう！ 

ホワイエ 

11：00～ 

無 料 
※要整理券 

(3 回開催・入替制) 
県美亭ワンコイン寄席 ～おひなさん♡ハート♡恋心♡女の子の心♡の巻 

●口演演目：露の吉次「崇徳院」 桂梅団治「鬼の面」 
※チケットは当日午後 1時から会場受付で発売  

レクチャールーム 

14：00～ 
500 円 

（定員：100 名） 

第１７回カワイぞうけいフェスティバル「ふしぎなぞうけいの森」 
●主催：カワイ絵画造形教室、㈱河合楽器製作所(関西支部)、協賛：㈱サクラクレパス 

ギャラリー 

10：00～15：00 
無 料 

 
3 日（日） 

映画上映 「降りてゆく生き方」 
【第 1 回：開場 10：30/11：00～13：30 第２回：開場 14：00/14：30～17：00】 

●主催：ストレッチアッシュ 
ミュージアムホール 

2,000 円 
前売り 1,500 円 

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） こどものイベント 「美術館探検ツアー」 
●美術館ってどんなところ？裏側はどうなっているんだろう？探検しながら、美術館の謎を解きあかそう！ 

※2 月 9 日（土）10 時から電話にて受付（先着順）、13：15 アトリエ２に集合 

美術館内 

13：30～ 

200 円 
(ワークシート代＋ 
    保険費) 

（小・中学生 30 名） 

16 日（土） 
美術館の調べ 五反田尚恵ピアノリサイタル 

●曲目：リスト「ラ・カンパネラ」／ベートーヴェン「ワルトシュタイン」ほか 
●出演：五反田尚恵（ピアノ） 

アトリエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

四季シリーズコンサート＜ファイナル＞ 古川知子ヴァーナルコンサート 
●曲目：シュトラウス「美しく青きドナウ」／ドビュッシー「アラベスク」ほか 
●出演：古川知子（ピアノ）、西尾恵子（ヴァイオリン）、山岸孝教（チェロ） 

アトリエ 

14：00～ 
2,500 円 
（定員：150 名） 

17 日(日) 
黒柳能光教授皮膚再生特別講義 

●主催：㈱ヴュンシェ皮膚再生研究所 ※12：30 より受付 

ミュージアムホール 

13：00～ 
無 料 

（定員：250 名） 

神戸日独協会コンサート 
※14：30 開場、日独協会会員 2,000 円、大学生まで 1,000 円 

●主催：NPO 法人神戸日独協会 

アトリエ１ 

15：00～ 
2,500 円 
（定員：150 名） 

 

20 日(水・祝) 

 フランコフォニーの日 
●主催：関西フランコフォニーフェスティバル 2013 in 神戸実行委員会 

ミュージアムホール 

未 定 
無 料 

（定員：250 名） 

22 日（金） 

県美シネマクラシック 「スミス都へ行く」 
●監督： フランク・キャプラ ●出演：ジェームズ・スチュアート、ジーン・アーサーほか 

（1939 年アメリカ映画 129 分） 【1 回目 10：30～、2 回目 13：30～】 

●古き良きアメリカの正義と理想を高らかにうたい上げた感動作 

ミュージアムホール 
800円 

（定員：各回250名） 

（各回入替制） 

超・大河原邦男展 関連事業 記念対談１「あこがれの巨大ロボット」 
●出演：大河原邦男氏+倉田光吾郎氏（鉄鋼アーティスト） 
※ 午前 10 時よりホワイエ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） 
（ただし要整理券・要
観覧券、半券可） 23 日(土) 

美術館の調べ 「アンサンブル・べーラー」 クラリネットコンサート 
●曲目：カール・べーム「カルテット」／ファルカシュ「17 世紀古代のハンガリー舞曲」ほか 

●出演：新曉子、中尾さくら、岡崎靖恵、中平沙希(クラリネット) 

アトリエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

30 日(土) 

美術館の調べ レクチャーコンサート 「三田村管打団？」 
～すべての場所を虹色に染め上げる関西が誇る天上の楽団～ 
●曲目：ガーナ・トラディッショナル「ハイライフ・ヒム」／大原裕「オオハラ２」 ほか 

●出演：武田裕里子（クラリネット）、亀井奈穂子（ソプラノサックス）、飯野弥生、澤井まり（アルトサックス）、
平岡新、 森本アリ、安川マナミ（トランペット）、廣田智子、不動翔子、吉野竜城（トロンボーン）、 
川島有紀子（バリトンサックス）、河村光司、塩田遥（チューバ）、池田安友子（パーカッション）、 

塩入基弘、光田臣（ドラムス） 

ミュージアムホール 
14：00～ 

無 料 
（定員：250 名） 

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 

3/23（土）  
～ 

5/19（日） 

特別展 超・大河原邦男展 -レジェンド・オブ・メカデザイン－ 
●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 

3/9（土） 
～ 
6/23（日） 

2013 年度 コレクション展Ⅰ  
いのちの色 美術に息づく植物 

●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 

3/8(金)～10(日) 宝塚大学卒業制作展 2013 
※10:00～18:00 ●主催：宝塚大学 

ギャラリー棟 無 料 

3/24（日）～31（日） 
写真集団 FOTO 展 18 の視点 

※10:00～18:00 ただし 31 日は 10:00～16:00  ●主催：写真集団 FOTO 
ギャラリー棟3階 
ギャラリー 無 料 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）： 3月は10日(日)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 

３月のイベント 


