
  

 

 

3/12（土） 
～ 

5/8（日） 

（特別展） 

生誕 180 年記念 富岡鉄斎－近代への架け橋－展 

●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) 

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 

3/19（土）  

～ 

6/19（日） 

（県美プレミアム展） 

小企画：中西 勝 展 画業と生涯を偲んで －兵庫県所蔵作品を中心に－ 

特  集：黒のひみつ 美術のなかの黒をめぐる 

●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円 
大学生：410円 
高校生：260円 
65歳以上：255円 
中学生以下無料 

4/3（日）～ 
4/10（日） 

60周年記念兵庫二紀展 

10:00～18:00（10 日は 15:00まで） 主催：二紀会兵庫県支部 
ギャラリー棟3階 無料 

4/12（火）～ 

4/17（日） 
～点描画家～ 山田嘉一郎 回顧展 

10:00～18:00（12 日は 14:00から、17 日は 15:00 まで） 主催：やまだかおり 
ギャラリー棟3階南側 無料 

4/13（水）～ 
4/17（日） 

第 17回赫展－自由美術の作家たち 
10:00～17:00（17 日は 15:00まで） 主催：自由美術協会大阪支部 

ギャラリー棟3階北側 無料 

4/20（水）～ 
4/24（日） 

第 32回日本篆刻展 
10:00～17:00（24 日は 16:00まで） 主催：日本篆刻家協会 

ギャラリー棟3階 無料 

2日（土） 

美術館の調べ 奥野英子ピアノリサイタル ～一人の天才ピアニストを愛した二人の作曲家～ 
●曲目：クララ・シューマン「3つのロマンス 作品11-1」 ほか ●出演：奥野英子（ピアノ） 

アトリエ 1  
14：00～ 

無 料 
（定員：150名） 

生誕180年記念 富岡鉄斎－近代への架け橋－展 関連事業 学芸員による解説会 
レクチャールーム 

16：00～ 
無 料 

（定員：100名） 

3日（日） 第２回プロムナードコンサート 主催：神戸アンナ・マリア少年少女合奏団 
アトリエ 1  

14：00～（開場 13：30） 無 料 

9日（土） 

生誕 180年記念 富岡鉄斎－近代への架け橋－展 関連事業 

特別レクチャー「鉄斎画を楽しむ」 ●講師：鉄斎美術館学芸員 
レクチャールーム 
14：00～15：00 

無 料 
（定員：100名） 
※要観覧券 

世界の音楽 遠い空の音楽 
●曲目：ダニーボーイ ほか ●出演：丸谷晶子（古楽歌手・ソプラノ）、荻野やすよし（ギタリスト・作曲家） 

アトリエ 1  
14：00～ 

無 料 
（定員：150名） 

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 「アリスのままで」 
●監督・脚色：リチャード・グラッツアー、ウォッシュ・ウェストモアランド 

 ●原作：リサ・ジェノバ ●出演：ジュリアン･ムーア ほか （2014年／アメリカ／1時間 41分） 

ミュージアムホール 
10：30～／13：00～ 

15：30～ 

1,000円 
友の会員は 500円 

（定員：250名） 

10日（日） 
Quartet+a のメンバーによる Spring Concert 

主催：立川正美（問合せ：090-2068-9963） 
アトリエ 1  

14：00～（開場 13：30） 
2,000円 

14日（木） 
森耕治 絵画講演会 パブロ・ピカソ「ピカソと女性たち」 

主催：「百万人の美術史」（問合せ：090-9343-9601） 
レクチャールーム 

14：00～16：00 
3,000円 

16日（土） 

美術館の調べ フルート金川知子＆ピアノ橋田波子 ～春色コンサート～ 
●曲目：メンデルスゾーン「春の歌」 ほか ●出演：金川知子（フルート）、橋田波子（ピアノ） 

アトリエ 1  
14：00～ 

無 料 
（定員：150名） 

生誕 180年記念 富岡鉄斎－近代への架け橋－展 関連事業 学芸員による解説会 レクチャールーム 
16：00～ 

無 料 
（定員：100名） 

17日（日） 
生誕 180年記念 富岡鉄斎－近代への架け橋－展 関連事業  

記念講演会「鉄斎と山水」 ●講師：松岡正剛氏（編集工学研究所所長、ISIS編集学校校長） 
※当日午前 11時よりホワイエにて整理券を配布 

ミュージアムホール 

14：00～15：30 

無 料 
（定員：250名） 
※要観覧券・整理券 

23日（土） 

美術館の調べ  500回記念 Shall We Theophilus? ～魅惑のカルテット～ 
●曲目：モーツァルト「フィガロの結婚序曲」／ラヴェル「ボレロ」 ほか 

 ●出演：左川佑璃（フルート）、田久保友妃（ヴァイオリン）、古川真也（サクソフォン）、植田祐加里（ピアノ） 

アトリエ 1  

14：00～ 
無 料 

（定員：150名） 

中西 勝 展 画業と生涯を偲んで／黒のひみつ 美術のなかの黒をめぐる 関連事業  
学芸員によるギャラリートーク    ※1階エントランスに集合 

1階展示室 
16：00～ 

無 料 
※要観覧券 

23日（土） 

24日（日） 

【2016 年 美術館の日】 
●けんび☆春のバッジまつり ●ぬり絵と折り紙のコーナー ●キーワードパズル ●ネットミュージアム 
兵庫文学館クイズ ●美術館の七不思議ツアー ●わくわくドキドキえほんのじかん ●ビデオ上映 

 ●ポスター・チラシでたどる歩み ●友の会へようこそなど、楽しいイベント盛り沢山です。 

※詳細は当館ＨＰでご案内します。 

24日（日） 
四季コンサート＜春＞ イタリア歌曲は、恋爛漫！～イタリア声楽協会 春のミニコンサート～ 
●曲目：スカルラッティ「すみれ」／トスティ「君なんかもう」 ほか ●出演：井上晴美、大河寿美子、 

康瑛、千賀恵子、田中万樹子、中本椋子、西影純枝、西影星二、片桐えみ  

アトリエ 1  
14：00～ 

2,500円 

29日（金・祝） 
生誕180年記念 富岡鉄斎－近代への架け橋－展 関連事業 花月菴流煎茶席  

①11：00～ ②11：50～ ③12：40～ ④13：30～ ⑤14：20～（各回45分） 主催：花月菴流大阪支部 
アトリエ 1  

無 料 
※要観覧券 

30日（土） 

生誕 180年記念 富岡鉄斎－近代への架け橋－展 関連事業  
こどものイベント 「水墨画に挑む」  講師：村田隆志氏（大阪国際大学准教授） 

アトリエ２ 
10：30～15：30 

500円 
※要事前申込 

美術館の調べ 農頭奈緒・野口まつの ヴァイオリンデュオリサイタル 
●曲目：ルクレール「2つのヴァイオリンのためのソナタ Op.3-5」 ほか 

 ●出演：農頭奈緒（ヴァイオリン）、野口まつの（ヴァイオリン）、青山耕太（ピアノ） 

アトリエ 1  

14：00～ 

無 料 
（定員：150名） 

生誕180年記念 富岡鉄斎－近代への架け橋－展 関連事業 学芸員による解説会 レクチャールーム 
16：00～ 

無 料 
（定員：100名） 

 

 

４月のイベント 

 

※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 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：4月 6日（水）、4月 9日（土）、4月 13日（水）、4月 20日（水）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 

平成２８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 


