６月のイベント
5/20（土）
～

7/9（日）
4/1（土）
～
6/25（日）
6/14（水）
～
6/18（日）

3 日（土）

（特別展）

ベルギー奇想の系譜展 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで
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)

（県美プレミアムⅠ）

特集：Out of Real －「リアル」からの創造／脱却
10：00～18：00 （18 日は 14:00 まで）
主催：美術文化協会（問合せ：080-3768-5930）

無 料

ギャラリー棟3 階

ベルギー奇想の系譜展 関連 おやこ解説会 （小学生とその家族）
●展覧会のみどころを、担当学芸員が家族向けにわかりやすくお話します。 ※要申込（5/3～）

レクチャールーム
11：00～11：30

無 料
（定員：20 家族）

美術館の調べ バリトン＆テノール ～決断する男たち～

アトリエ 1
14：00～

無 料
（定員：150 名）

ベルギー奇想の系譜展 関連 記念講演会「ブリューゲル絵画の秘密－その発想源をめぐって」
●講師：森 洋子氏（明治大学名誉教授） ※要観覧券・整理券
※当日10時よりホワイエにて整理券を配布
●曲目：ラフマニノフ「ヴォカリーズ」／源田俊一郎編曲「早春賦～赤とんぼ～椰子の実」／
プッチーニ「ある晴れた日に」 ほか ●出演：芳ヶ迫多津代（ソプラノ）ほか

11 日（日）

17 日（土）

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 特別上映会 「ブリューゲルの動く絵」
●16世紀フランドル絵画の巨匠ピーテル・ブリューゲルの作品世界を、実写映像と絵画を融合させて再
現する。ルドガー・ハウアー扮するブリューゲルを案内人に、「十字架を担うキリスト」に描かれている人々
の日常をなぞりながら絵画に秘められた意味を解き明かしていく表現手法が話題を呼び、ルーブル美術
館でも特別上映された。（2011年） 監督：レフ・マイェフスキ

無 料
ミュージアムホール
14：00～（約 90 分） （定員：250 名）
エントランスホール
14：00～

ミュージアムホール
1000 円
※友の会会員
10：30～
は 500 円
13：00～
（定員：250
名）
15：00～
レストラン
ラ ピエール ミュゼ
15：00～（約 90 分）

2,500 円
（定員：50 名）

美術館の調べ 井上由貴奈 ピアノリサイタル ～パリの風を感じて～
●曲目：ラヴェル「水の戯れ」／フォーレ「ヴァルス・カプリス第１番」／アルベニス「『イベリア』
より『トリアーナ』」 ほか ●出演：井上由貴奈（ピアノ）

アトリエ 1
14：00～

無 料
（定員：150 名）

レクチャールーム
16:00～（約 45 分）

無 料
（定員：100 名）

ベルギー奇想の系譜展 関連

学芸員による解説会

●担当学芸員が展覧会の見どころを解説します。
ベルギー奇想の系譜展 関連 記念講演会「奇想のイメージ－マグリットとシュルレアリスム」
●講師：速水 豊氏（三重県立美術館館長） ※要観覧券・整理券
※当日10時よりホワイエにて整理券を配布

ミュージアムホール
無 料
14：00～（約 90 分） （定員：250 名）

美術館の調べ レクチャーコンサート ピアノクインテットの響き

アトリエ 1
14：00～

無 料
（定員：150 名）

アトリエ 1
14：00～

無 料
（定員：150 名）

ベルギー奇想の系譜展 関連 こどものイベント「わたしの幻想世界」
（小学生～高校生とその家族） ●ベルギーの作品に負けないような不思議な世界を、
コラージュしてつくってみよう！※要申込（5/24～） ※保護者は要観覧券

アトリエ 2
10：30～12：30
14：00～16：00

200 円
（定員：30 名）

県美プレミアムⅠ Out of Real 関連 学芸員によるギャラリートーク

常設展示室
16：00～（約 60 分）

無 料

主催：第４回星に届けるコンサート実行委員会 (問合せ:078-992-4367)

アトリエ 1
13：30～（13：00 開場）

無 料

ベルギー奇想の系譜展 関連 特別イベント 「幸福のチョコレート講座〈ベルギー編〉」
●チョコレートバイヤーみりさんのお勧めのベルギーチョコレートを試食しながら、チョコレートについて
の楽しいお話をうかがいます。またあわせて、担当学芸員による展覧会の紹介も行います。
協力：株式会社フェリシモ ※定員に達しましたので申込を締め切ります。

レストラン
ラ ピエール ミュゼ
15：00～（約 90 分）

2,500 円
（定員：50 名）

●曲目：モーツァルト「ディヴェルティメント ヘ長調K.138」 ほか ●出演：野口まつの（ヴァイオリン）、
高須友利恵（ヴァイオリン）、小間久子（ヴィオラ）、宮田侑（チェロ）、植田祐加里（ピアノ）

美術館の調べ 松本利勇 ピアノリサイタル
24 日（土）

●曲目：バッハ＝ケンプ編曲「チェンバロ協奏曲5番 第2楽章『アリオーソ』」／
ラフマニノフ「前奏曲 作品3-2『鐘』」 ほか ●出演：松本利勇（ピアノ）

●担当学芸員が作品を前にお話しします。 ※エントランスに集合 ※要観覧券

第４回星に届けるコンサート
25 日（日）

無 料

ベルギー奇想の系譜展 関連 特別イベント 「幸福のチョコレート講座〈ベルギー編〉」
●チョコレートバイヤーみりさんのお勧めのベルギーチョコレートを試食しながら、チョコレートについて
の楽しいお話をうかがいます。またあわせて、担当学芸員による展覧会の紹介も行います。
協力：株式会社フェリシモ ※定員に達しましたので申込を締め切ります。

「第２章 19－20世紀のベルギー象徴派・表現主義」

18 日（日）

一 般：500 円
大学生：400 円
70 歳以上：250 円
高校生以下無料

金

第 77 回 美術文化展

美術館の調べ ブリランテコンサート ～音の彩り～

10 日（土）

会
料

●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』(要観覧券)

●曲目：ドニゼッティ「愛の妙薬より『20スクード!?』」／プッチーニ「ラ・ボエームより『ああミミ、君はもう戻って
こない』」 ほか ●出演：砂田麗央（バリトン）、井上元気（テノール）、佐野良太（ピアノ）

4 日（日）

覧

一 般：1,500 円
大学生：1,100 円
70 歳以上：750 円
高校生以下無料

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：6 月 11 日（日）、6 月 21 日（水）に実施。予約制。有料。
お問合わせ先 「一般社団法人 Baby ガーデン」 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

平成２９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

