
 

超・大河原邦男展 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：当館学芸員 

レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100 名） 

6 日（土） 
美術館の調べ 安達萌ピアノリサイタル 

●曲目：ドビュッシー「ベルガマスク組曲よりプレリュード、メヌエット、月の光、パスピエ」「喜びの島」ほか 

●出演：安達萌（ピアノ） 

エントランスホール 

14：00～ 
無 料 

（定員：200 名） 

7 日（日） ピアノ発表会 
※開場 13：00 ●主催：細川真弓 

アトリエ 1 

13：30～ 
無 料 

（定員：150 名） 

美術館の調べ スプリングコンサート 
●曲目：メンデルスゾーン＝シュテックメスト「歌の翼による幻想曲」／ドビュッシー「前奏曲集」より 

●出演：坪井彩奈（フルート）、桑早穂子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 
 

13 日（土） 
ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン  「最強のふたり」 

●脚本・監督：エリック・トレダノ、オリヴィエ・ナカシュ 出演：フランソワ・クリュゼ、オマール・シー 
（2011 年フランス映画 116 分）【①10：30～、②13：00～、③15：30～】 

ミュージアムホール 
1,000 円 
（定員：250 名） 

美術館の調べ バッハ・ファミリーの室内楽～ヴィオラとピアノによる～ 
●曲目：C･P･Eバッハ「ヴィオラソナタ ハ短調（ガンバ・ソナタ）」／Ｗ・Ｆバッハ「ヴィオラソナタ ハ短調」ほか 

●出演：李善銘（ヴィオラ）、秋山麻子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 
14 日（日） 

井谷善惠氏講演会 （「美術工芸の明日を担う 20 人」著者） 
●主催：株式会社セラ・ジャパン 

ミュージアムホール

14：00～ 
無 料 

（定員：250 名） 

20 日（土） 
美術館の調べ 春深むデュオコンサート～ヴァイオリンとピアノのしらべ～ 

●曲目：グリーグ「ヴァイオリンソナタ第 1 番へ長調」／ラフマニノフ「前奏曲『鐘』」ほか 
●出演：井上敦子（ヴァイオリン）、三浦夏実（ピアノ） 

アトリエ１ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

21 日（日） April Concert 
※開場 13：30 ●主催：特定非営利活動法人リズムの森 

アトリエ1 

14：00～ 
2,500 円 
（定員：150 名） 

超・大河原邦男展 関連事業 大人女子のための展覧会講座 
「メカにハマる男子の気持ち」 
●講師：岡山拓氏（アートライター） 

レクチャールーム 

17：00～ 

無 料（ただし要
観覧券・半券可） 
（定員：100 名） 

27 日(土) レクチャーコンサート エドヴァルド・グリーグ生誕 170 年記念コンサート 
●曲目：「ロマンス」 (イプセン詩) ／「叙情小曲集」より「春によせて」／「ペール・ギュント」 より 

「ソルヴェークの歌」 (イプセン詩)、「ハウグトゥッサ(山の娘)」 (ガルボルク詩) ほか 
●出演：ウッラ・ヴェストヴィーク（ソプラノ）、加藤哲子（ピアノ） 

アトリエ1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150 名） 

いのちの色 美術に息づく植物展 関連事業 
ギャラリートーク「美術館で植物散歩」 

●植物学者をゲストにお迎えします。 

●ゲスト：高橋晃氏（兵庫県立人と自然の博物館） 

常設展示室 

16：00～ 
無 料 

（ただし要観覧券） 

 

28 日(日) 

 

四季シリーズコンサート＜春＞ 
賀集律子・星山智子・松田恭子ピアノコンサート 

～ピアノソロと連弾のひととき～ 
●ベートーヴェン「6 つの変奏曲」「バイオリンソナタ第 5 番『春』第 1 楽章」／シューマン「幻想曲 

第 1 楽章」／フォーレ「ノクターン第 5 番」／中田喜直「春がきて、桜が咲いて」ほか 

●出演：賀集律子・星山智子・松田恭子（ピアノ） 

アトリエ1 

14：00～ 
有 料 

（定員：150 名） 

27日（土）・28日（日） 

2013 年度 美術館の日イベント 
●キーワードパズル ●絵本コーナー ●ネットミュージアム兵庫文学館検定 ●美術館七不思議ツアー  

●上映会 ●ポスター・チラシでたどる 10 年の歩み ●友の会へようこそ など、 
楽しいイベント盛り沢山です。ご家族揃ってぜひお越しください。 

美術館館内 

10：00～ 
無 料 

（一部 要観覧券） 

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） 

いのちの色 美術に息づく植物展 
（2013 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 

4/3(水)～7(日) 第３５回 國際書画関西展 
※10:00～18:00 ただし７日は 10:00～15:00 ●主催：國際書画連盟 

ギャラリー 無 料 

4/10(水)～14(日) 
伝統を超え、時代を創る 美術工芸の明日を担う 20 人展 

※10:00～18:00 ●主催：株式会社セラ・ジャパン 
ギャラリー 無 料 

4/19(金)～21(日) 
神戸大学工学部建築学科卒業設計展 13 

10:00～18:00 ただし 21 日は 10:00～16:00 ●主催：神戸大学工学部建築学科 4 回有志 
ギャラリー 無 料 

4/26(金) 
～29(月・祝) 

第 8 回現代仏教美術会展 
※10:00～18:00 ただし 29 日は 10:00～15:00●主催：特定非営利活動法人関西仏教美術会 

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）： 4月は14日(日)、27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 

※Heart Mam は、 4月以降「NPO法人子育ち家族サポートふるーる」に名称変更します。 

※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 

４月のイベント 

★アートとともだち！ 
平成２５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 


