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7/16（土）  

～ 

9/22（木・祝） 

 生誕 130 年記念 藤田嗣治展 －東と西を結ぶ絵画－     （特別展） 

●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：1,400円 
大学生：1,000円 
高校生・65歳以上：700円 
中学生以下無料 

7/2（土）  

～ 

11/6（日） 

小企画：美術の中のかたち －手で見る造形             （県美プレミアム展） 
つなぐ×つつむ×つかむ：無視覚流鑑賞の極意 
特  集：時間をひらく－新収蔵品を中心に 

●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 

8/27（土） 
～ 

  9/25（日） 

森山大道写真展 「仮想都市
シ ャ ン グ リ ラ

～増殖する断片
ピ ー ス

」 
10:00～18:00 （入場は 17：30 まで） 

主催：株式会社神戸新聞総合印刷 【問合せ：078-362-2178】 

  ギャラリー棟 

 3階 

一  般：1,000円 
高校・大学生：800円 
中学生以下無料 

9/28（水） 
～ 

 10/2（日） 

第 49 回兵庫県写真作家協会公募展 2016 兵庫県写真作家協会展 
10:00～18:00 （10/2 は 15：00 まで） 主催：兵庫県写真作家協会、神戸新聞社 

   ギャラリー棟 

  3階 
無料 

3日（土） 

美術館の調べ 三重野奈緒 ピアノリサイタル ～重なる音の色彩、広がる心の情景～ 

●曲目：ショパン「序奏とロンドOp.16」 ほか ●出演：三重野奈緒（ピアノ） 

アトリエ１ 

14：00～ 

無 料 

（定員：150名） 

特集 「時間をひらく－新収蔵品を中心に」 関連事業 学芸員によるギャラリートーク  
［小磯・金山記念室 ］ ●担当学芸員が作品を前にお話しします。 ※2階展示室に集合 

2階展示室 

16：00～16：40 

無 料 
※要観覧券 

4日（日） 

森山大道写真展 関連事業 ワークショップ 「シルクスクリーンで森山大道Ｔシャツを作ろう」 
※要申込 申込方法はHP（http://daido-kobe.com）でご確認ください。 ※受付は終了30分前まで。 

アトリエ 2 
11時～12時 13時～17時 

5,000円 
（定員：80名） 

森山大道写真展 関連事業 特別対談 「森山大道×長澤章生（Akio Nagasawa Publishing）」 
 ※当日午前 11時よりホワイエにて整理券（先着 250人）を配布 

ミュージアムホール 

14：00～15：00 

無料※要観覧券  
（定員：250名） 

10日（土） 

森山大道写真展 関連事業 ワークショップ 「シルクスクリーンで森山大道Ｔシャツを作ろう」 
※要申込 申込方法はHP（http://daido-kobe.com）でご確認ください。 ※受付は終了30分前まで。 

アトリエ 2 
11時～12時 13時～17時 

5,000円 
（定員：80名） 

美術館の調べ オータムコンサート ～歌曲、オペラの名曲を集めて～ 
●曲目：小林秀雄「落葉松」 ほか ●出演：大嶋真規子（ソプラノ）、伊豆田佑香（メゾ･ソプラノ）、辻未帆（ピアノ） 

アトリエ１ 

14：00～ 

無 料 

（定員：150名） 

来館者1000万人達成 記念講演会 
●講師：玉岡かおる氏（作家）  ※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 

13：30～15：00 

無 料 

※要整理券 

11日（日） 

来館者1000万人達成 記念講演会 
●講師：中野京子氏（作家、ドイツ文学者） ※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 

※要整理券 

県美亭ワンコイン寄席   ～芸術の秋とかけて世話好きのおばちゃんと説く 
その心は鑑賞（干渉） が楽しみです～ ●口演演目：露の吉次「風呂敷」 桂梅団治「鴻池の犬」  

※チケットは当日 13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） 

16日（金） 
県美シネマクラシック特集上映 バーグマンと２人の名匠 

「ジャンヌ・ダーク」 ①10:30～12:55 ②16:10～18:35   「汚名」 14:00～15:41 
ミュージアムホール 

800円 

（定員：250名） 

17日（土） 

美術館の調べ ヴァイオリンとピアノで奏でるフランスの風 
～久津那綾香＆井原寿美緒デュオコンサート～ ●曲目：クライスラー「プレリュードとアレグロ」 ほか 

 ●出演：久津那綾香（ヴァイオリン）、井原寿美緒（ピアノ） 

アトリエ１ 

14：00～ 

無 料 

（定員：150名） 

生誕130年記念 藤田嗣治展－東と西を結ぶ絵画－ 関連事業 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。 

レクチャールーム 
16：00～16：45 

無 料 
（定員：100名） 

18日（日） 
四季シリーズコンサート＜秋＞  

檀之上美穂＆藤田浩恵デュオコンサート ～フォーレ 愛しき世界Ⅰ～ 
●曲目：蝶と花／ただひとり！／リディア ほか ●出演：檀之上美穂（ソプラノ）、藤田浩恵（ソプラノ） 

アトリエ１  

14：00～ 

2,500円 
（全席自由） 

19日（月・祝） 

森山大道写真展 関連事業 ワークショップ 「シルクスクリーンで森山大道Ｔシャツを作ろう」 
※要申込 申込方法はHP（http://daido-kobe.com）でご確認ください。※受付は終了30分前まで。 

アトリエ 2 
11時～12時 13時～17時 

5,000円 
（定員：80 名） 

小企画 「美術の中のかたち－手で見る造形」 関連事業  
講演会 「人生の触り方－『無視覚流』の極意を求めて」 ●講師：広瀬浩二郎氏 

レクチャールーム 

15：00～16：30 

無 料 
（定員：100名） 

22日（木・祝） クァルテット“奏” Vol.32 Autumn Concert  主催：クァルテット“奏” アトリエ１  
14：00～（開場 13：30） 

無 料 

24日（土） 
美術館の調べ バロック＆古典派の調べ ～ヴァイオリンとヴィオラの魅力～ 
●曲目：ヘンデル＝ハルヴォルセン「サラバンド」／ビーバー「パッサカリア（」 ヴィオラソロ） ほか   

●出演：高橋真珠（ヴァイオリン）、永久真里恵（ヴィオラ） 

アトリエ１  

14：00～ 

無 料 
（定員：150名） 

25日（日） 

森山大道写真展 関連事業 ワークショップ 「シルクスクリーンで森山大道Ｔシャツを作ろう」 
※要申込 申込方法はHP（http://daido-kobe.com）でご確認ください。 ※受付は終了30分前まで。 

アトリエ 2 
11時～12時 13時～17時 

5,000円 
（定員：80名） 

有居恵 ピアノリサイタル  
●曲目：ショパン「幻想曲」、「舟歌」 ほか 主催：コンサート事務局IBERIS（イベリス） 【問合せ：090-8522-6419】 

アトリエ１  

15：00～（開場 14：30） 
2,000円 

 

 

９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 

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 

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：9月3日（土）、 

9月4日（日）、9月8日（木）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 


