
２月のイベント 

令和元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！  

友の会についてのお問合せは 078-262-0916 まで 

                                                                        美術館℡ 078-262-0901 
 

1/25（土） 
～ 

3/29（日） 

（特別展） 

「ゴッホ展」 
会期中毎週日曜 11 時よりミュージアム・ボランティアによる解説会 

（無料、定員 100 名、レクチャールームにて） 

 

特別展示室 

 

 

 

 

 

 

 

 

展

覧

会

料

金 

一 般：1,700 円 
大学生：1,300 円 
70 歳以上：850 円 
高校生以下無料 

11/23（土・祝） 
～ 

2020/3/1（日） 

（コレクション展Ⅲ小企画） 

「塩売りのトランク マルセル・デュシャンの『小さな美術館』」 

会期中の金・土・日曜

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（エン

トランスホール集合） 

 
常設展示室 6 一 般：500 円 

大学生：400 円 
70 歳以上：250 円 
高校生以下無料 

（コレクション展Ⅲ特集展示）     

「もうひとつの日常」 

 
常設展示室 

1/28（火） 
～ 

2/2（日） 

第 19 回 神戸っ子アートフェスティバル 

●10：00～18：00 （1 月 31 日（金）・2 月 1 日（土）は夜間開館につき 20：00 まで） 

●主催：神戸っ子アートフェスティバル実行委員会、兵庫県立美術館ほか 8 団体 

●問合せ先：078-333-3372 （神戸市イベント案内・申込センター） 

 
 
ギャラリー棟 無料 

2/7（金） 
～ 

2/9（日） 

カオス 2020 神戸芸術工科大学卒展 

●10：00～17：30 

●主催：神戸芸術工科大学 ●問合せ先：078-794-5025（教務課） 

ギャラリー棟 無料 

2/13（木） 
～ 

2/18（火） 

第 8 回未来のまち夢のわが家こども絵画コンテスト作品展 

及びなぎさ小学校６年生の作品の展示 

●10：00～18：00 （最終日は 17：30 まで） 

●主催：神鋼不動産株式会社 ●問合せ先：078-261-2121 （神鋼不動産株式会社 総務部） 

 
 
ギャラリー棟 3 階 無料 

2/21 日（金） 
～ 

2/23 日（日） 

専門学校アートカレッジ神戸 成果発表展 2020 ART WORKS 

●10：00～18：00 （23 日は 15：00 まで） 

●主催：専門学校アートカレッジ神戸 ●問合せ先：078-857-3005 

 
ギャラリー棟 3 階 無料 

 

１日 

（土） 

美術館の調べ 森理菜ピアノコンサート～ショパンの調べ～ 

●演奏曲目：ショパン「ピアノ協奏曲第 1番」 ほか ●出演：森理菜（ピアノ）、西田夫佐（エレクトーン） 

アトリエ１ 

14：00～ 
無料 

9 日 

（日） 

安藤忠雄氏ギャラリートーク 

※申し込みは美術館ホームページから (https://www.artm.pref.hyogo.jp) 

Ando Gallery 
11:30～12:30 
（受付 11：00～） 

聴講無料 

(事前申込制) 

15日 

（土） 

KEN-Vi名画サロン ゴッホ展開催記念特別上映 「ゴッホ 最期の手紙」（2017 年／96 分） 

●監督・脚本：ドロタ・コビエラ、ヒュー・ウェルチマン ●出演：ダグラス・ブース、ロベルト・グラチーク 

ミュージアムホール 
①10：30 
②13：00 
③15：30 
（各回入れ替え） 

１人 1,000 円 

（「芸術の館友の会」 

会員 500 円） 

（定員 250 名） 

美術館の調べ 『Ｊ.Ｓ.バッハの家』 ～ゴールドベルク変奏曲～ 

●演奏曲目：J.S.バッハ「ゴールドベルク変奏曲 BWV 988」  

●出演：加藤哲子（ピアノ）、水谷玲子（建築家）、水谷俊博（建築家） 

アトリエ１ 
14：00～ 

無料 

16日 

（日） 

こどものイベント 線と色と光の世界 

●対象：小学生以上 ※小学 2 年生以下は保護者の同伴が必要 

1 月 16 日（木）10：00から電話受付開始・先着順 

アトリエ１・２ 
13：30～15：30 

（受付 13：15～13：30  
アトリエ 2にて） 

参加費：300 円 

（定員 20 名） 

四季シリーズコンサート＜冬＞ 

クラリネット＆ピアノ デュオコンサート ～そして春へ 

●演奏曲目：シューマン「森の情景 Op.82」／ブラームス「クラリネットソナタ第 2番 Op.120-2」 ほか 

●出演：植村翔馬（クラリネット）、辰野翼（ピアノ） 

アトリエ１ 
14：00～ 

2,000 円 

（全席自由） 

森林動物研究センター公開シンポジウム 

「モニタリング調査によってわかってきた野生動物の生態」 

●主催：兵庫県森林動物研究センター 

●申込方法：森林動物研究センターホームページ （http://www.wmi-hyogo.jp/index.html） 

にてお申し込みください。 ※定員になり次第募集を締め切ります。 

●問合せ先：兵庫県森林動物研究センター TEL 0795-80-5500 E-mail info@wmi-hyogo.jp 

ミュージアムホール 
13：00 開演 

（受付 12：30～） 

無料 

（定員 250 名） 

先着順・要予約 

 

ゴッホ展開催記念 原田マハ氏講演会 「ゴッホのあしあと－創作の軌跡を追いかけて」 

●講師：原田マハ（作家） 

※申し込みは美術館ホームページ「原田マハ講演会申し込み」ページから (https://www.artm.pref.hyogo.jp) 

JICA関西２階 
ブリーフィングルーム 
14:00～ （約 90 分） 

聴講無料 

(要展覧会観覧券) 

(要事前予約、 

先着 200 名) 

22日 

（土） 

美術館の調べ ヴァイオリン２台とピアノによる音の響宴 

●演奏曲目：ショスタコーヴィチ「2つのヴァイオリンとピアノのための 5 つの小品」／ 

モシュコフスキー「2つのヴァイオリンとピアノのための組曲 Op.71」 ほか 

●出演：村瀬響（ヴァイオリン）、久津那綾香（ヴァイオリン）、今井彩香（ピアノ） 

アトリエ１ 
14：00～ 

無料 

特別展 「ゴッホ展」 学芸員による解説会 
レクチャールーム 

16:00～ （約 45 分） 
無料 

（定員 100 名） 

コレクション展Ⅲ特集展示「もうひとつの日常」関連イベント 

学芸員による「もうひとつの日常」夜のガイドツアー 
エントランスホール集合 

18:00～ （約 60 分） 
無料 

（要展覧会観覧券） 

23日 

（日・祝） 

美術館の調べ 日本の響き ～心温まる名曲たち～ 

●演奏曲目：はる／この道／花／くちなし／はっか草／いちばんすきなひとに ほか 

●出演：総毛創（テノール）、中村圭介（ピアノ） 

アトリエ１ 
14：00～ 

無料 

コレクション展Ⅲ小企画 「塩売りのトランク マルセル・デュシャンの『小さな美術館』」  

関連講演会 「デュシャンと箱と美術館」 

●講師：平芳幸浩氏（京都工芸繊維大学准教授） 

レクチャールーム 
14:00～ （約 90 分） 

無料 

（先着 100 名、 

要展覧会観覧券、 

「芸術の館友の会」 

会員優先席あり） 

24日 

（月・休） 

管弦楽の気まぐれアンサンブル Vol.10 

●主催：カプリス室内合奏団 ●問合せ先：岡 TEL 090-4280-1662 E-mail vcoka1115@gmail.com 

アトリエ１ 
14：00 開演 
（13：30 開場） 

無料 

28日 

（金） 

気づきのアート鑑賞 

●主催：薮田 雪子事務所 ●問合せ先：090-1220-1934 

レクチャールーム 
18：15 開演 
（18：00 開場） 

入場料：3,000 円 

 

※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 

http://www.wmi-hyogo.jp/index.html
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

