
 

 

 

 
8/5（火）  

～ 

9/28（日） 

（阪神・淡路大震災 20 年展）  

特別展 宝塚歌劇 100年展―夢、かがやきつづけて―  
●8/16（土）、8/30（土）16 時より 『学芸員による解説会』(無料) 

●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)  
●会期中毎週金・土曜日の 17時より 「メモリアル タカラヅカビデオシアター」をレクチャールームにて上映（無料） 展

覧
会
料
金 

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 

7/19（土） 
～ 

11/9（日） 

（2014 年度 県美プレミアム展）  

小企画：美術の中のかたち－手で見る造形 
  横山裕一展「これがそれだがふれてみよ」 

特  集：鳥・獣・人・等～新収蔵品を交えて 
●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、ただし内容により、要観覧券） 

一  般：510→250円 
大学生：410→200円 
高校生：260→130円 
65 歳以上：255→120 円 
中学生以下無料 

8/19（火） 
～ 
24（日） 

蒼穹展 
※11：00～18：00 ただし 8/19は 14：00 から、8/24は 16：00 まで ●主催：蒼穹展 

無 料 

 
県    展 

（（会場）原田の森ギャラリー 

8/２（土）～23（土）  ２０１4県展（第５２回）」 原田の森ギャラリー本館 2 階大展示室にて 
※会場は原田の森ギャラリーです。お間違えのなきようご注意下さい。お問い合わせ：078-262-0908※ 

2 日（土） 
美術館の調べ 長谷川弘樹 チェロリサイタルⅡ～Beethoven Day～ 
●曲目：ベートーヴェン「チェロソナタ第 2 番」「チェロソナタ第 4番」「チェロソナタ第 5 番」 

●出演：長谷川弘樹（チェロ）、加藤あや子（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

3 日（日） クラシックギター愛好家によるサマーコンサート 
●主催：デュオ・ソラ 

アトリエ 1 
13：00～（12.30開場） 

無 料 
（定員：150名） 

5 日（火） 

宝塚歌劇１００周年記念 宝塚歌劇１００年展―夢、かがやきつづけて―関連事業 
記念トークショー「蘭寿とむさん」 
要事前申込 ※往復ハガキにて、7/22 必着 

ミュージアムホール 

①11：00 ②13：00 
※各 30分前より開場 

無 料 
ただし要観覧券 
（定員：220名） 

宝塚歌劇１００周年記念 宝塚歌劇１００年展―夢、かがやきつづけて―関連事業 
記念講演会「宝塚歌劇 演出の真髄」 

●講師：植田紳爾氏（宝塚歌劇団特別顧問、演出家） 要事前申込 ※往復ハガキにて、7/22必着 

ミュージアムホール 

15：00～（14:30開場） 

無 料 
ただし要観覧券 

（定員：250名） 

7 日（木） 
みんなで祝おう！ KIDS TAKARAZUKA!?～公開体験レッスン～ 

●出演：郷真由加（元宝塚歌劇団 月組男役スター）  
●主催：アスタッフ（株） 問合せ先： TEL 078-385-7288 要事前申込 ※７月 14日（月）受付開始 

ミュージアムホール
11：00～ 

無 料 
（定員：100名） 

9 日（土） 
美術館の調べ 園歌織ヴァイオリンリサイタル 

●曲目：バッハ「パルティータより『ガボット』」／ヴィヴァルディ「四季より『夏』」ほか 
●出演：園歌織（ヴァイオリン）、日浦真由美（ピアノ） 

ホワイエ 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

 ＜こどものイベント 「夏休みスペシャル 2014」＞  

9日（土）・10日（日） 
 

＜9 日のみ＞   河合晋平ワークショップ「ヴォルガノーチルの創り方」 要事前申込 
「宝塚歌劇 100 年展 おやこ解説会」 ※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 

 

＜ 両 日 ＞   「瀧川ミュージアムティーチャーの夏休みの工作相談室」 
        「コレクション de 工作!」、 「展示室でわいわいわい」 

＜10 日のみ>    FabLab Kitakagaya ワークショップ 要事前申込 

10日（日） 県美亭ワンコイン寄席 ～ひと夏の恋♡フカもプリンも恋をする？～ 
●口演演目：露の吉次「兵庫船」 桂小春團治「冷蔵庫哀詩」※チケットは当日午後1時から会場受付にて販売 

レクチャールーム

14：00～ 
500 円 

（定員：100名） 

13日（水） 
宝塚歌劇１００周年記念 宝塚歌劇１００年展―夢、かがやきつづけて―関連事業 
宝塚歌劇講座 「知りたい！見たい！タカラヅカ！～宝塚歌劇・舞台の秘密」 

●講師：大橋泰弘氏（宝塚歌劇団舞台装置家） 

ミュージアムホール 

14：00～（13:30開場） 

無 料 
ただし要観覧券 

（定員：250名） 

16 日（土） 

宝塚歌劇１００周年記念 宝塚歌劇１００年展―夢、かがやきつづけて―関連事業 
記念トークショー「大地真央さん」 

●聞き手：薮下哲司氏（映画・演劇評論家（元スポーツニッポン特別委員）） 
※10：00 よりホワイエにて整理券を配布。13：30 より整理番号順にご案内。（自由席） 

ミュージアムホール 

14：00～ 

 無 料 ただし
要整理券・観覧券 
（定員：220名） 

17 日（日） 

宝塚歌劇１００周年記念 宝塚歌劇１００年展―夢、かがやきつづけて―関連事業 
記念講演会「宝塚歌劇と阪神間の文化」 
●講師：河内厚郎氏（演劇評論家、阪急文化財団理事） 

ミュージアムホール 

14：00～（13:30開場） 

無 料 
ただし要観覧券 

（定員：250名） 
美術館の調べ 秋元孝介 ピアノリサイタル 

●曲目：ドビュッシー「版画」／フォーレ「夜想曲第 13番」／ショパン「英雄ポロネーズ」ほか 
●出演：秋元孝介（ピアノ） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

20 日（水） 
「元タカラジェンヌ 紫ともステージ ～宝塚100周年記念 あの名曲を歌おう～」 

●出演：紫とも（元宝塚歌劇団 雪組トップ娘役）  
●主催：アスタッフ（株） 問合せ先：TEL 078-385-7288 要事前申込 ※７月 14日（月）受付開始 

アトリエ 1 

13：00～ 
無 料 

（定員：50 名） 

23 日（土） 

美術の中のかたち－手で見る造形 横山裕一展「これがそれだがふれてみよ」 関連事業 
学芸員によるギャラリートトーク「横山裕一展について」 

●講師：小林公（当館学芸員） 

1 階常設展示室 

16：00～ 
無 料 

ただし要観覧券 

美術館の調べ クラリネット、ファゴット、ピアノの調べ 
●曲目：プーランク「クラリネットとファゴットのためのソナタ」ほか／グリンカ「悲愴三重奏曲ニ短調」ほか 

●出演：大岩春菜(クラリネット)、常田麻衣(ファゴット)、福原瑞木(ピアノ) 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

27 日（水） 

宝塚歌劇１００周年記念 宝塚歌劇１００年展―夢、かがやきつづけて―関連事業 
朗読ミュージカル「日向薫が歌う『山崎陽子の世界』」 

●作・演出：山崎陽子 出演：日向薫（元宝塚歌劇団星組トップスター）、 ピアノ：清水玲子  
司会：中條秀子（オフィス・ディーバ代表） 要事前申込 ※往復ハガキにて、8/13必着 

ミュージアムホール 

14：00～（13:00開場） 

1,000 円 
ただし要観覧券 

（定員：250名） 

29 日（金） 

世界の音楽 旅する音楽～イギリス・イタリア・ブラジル・日本からアイルランドへ～ 
●曲目： Torna, deh torna（ああ戻り来れ）／Greensleeves（グリーンスリーヴス）ほか 
●出演：丸谷晶子（古楽歌手・ソプラノ)、石橋敬三（マンドリン)橋爪皓佐（ギター） 

アトリエ 1 

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 特別上映会 平成 26年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業 
①10:30～「心中天網島」 監督：篠田正浩 出演：中村吉右衛門、岩下志麻ほか 
②13：30～「秋津温泉」 監督：吉田喜重 出演：岡田茉莉子、長門裕之ほか 

ミュージアムホール 
各 500 円 

（定員：各回250名） 
（各回入替制） 

30 日（土） 
ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 特別上映会 平成 26年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業 

①10:30～「少年」 監督：大島渚 出演：阿部哲夫、小山明子 ほか 
②13：30～「復讐するは我にあり」 監督：今村昌平 出演：緒形拳、三國連太郎、倍賞美津子、小川真由美ほか 

ミュージアムホール 
各 500 円 

（定員：各回250名） 
（各回入替制） 

31 日（日） 
四季シリーズコンサート＜夏＞ 芹澤佳司＆芹澤文美 ジョイントコンサート 

●曲目： シューマン「クライスレリアーナ」より／スメタナ「モルダウ」／サンサーンス「動物の謝肉祭」ほか 
●出演：芹澤佳司（ピアノ)、芹澤文美（ピアノ） 

アトリエ 1 
14：00～ 

3,000 円 
（定員：150名） 

★アートとともだち！ 平成２６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 

 

８月のイベント 

 

 

☆9月 30日までクールスポット期間中！！ 是非ご利用ください☆ 
＜県美プレミアム展が半額。特別展有料ご観覧者に 10月 15日からの「だ

まし絵Ⅱ」の無料招待券を進呈＞ 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：8月21日（木）に実施。  
予約制。有料。 お問合わせ先 「NPO法人子育ち家族サポートふるーる」 090-3948-3719 
 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：8月21日（木）に実施。  
予約制。有料。 お問合わせ先 「NPO法人子育ち家族サポートふるーる」 090-3948-3719 
 


