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3日（木・祝） 
文化の日に贈るクラシックコンサート  

名曲のひととき ～前田多津子、古川知子 ピアノデュオ～ 
●曲目：シューマン「トロイメライ」／リスト「愛の夢」 ほか ●出演：前田多津子（ピアノ）、古川知子（ピアノ） 

エントランスホール 

14：00～ 
無 料 

5日（土） 美術館の調べ フルート＆ピアノＤｕｏ ～天上の調べ～ 
●曲目：ラター「古典組曲」ほか ●出演：東恵子（ピアノ）、杉山佳代子（フルート） 

エントランスホール 

14：00～ 
無 料 

6日（日） 
県美亭ワンコイン寄席  ～子供とかけて 高級バッグと説く  その心は皮良い（可愛い）なあ～  

●口演演目：露の吉次「初天神」 立花家千橘「蜆売り」 ※チケットは 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） 

12日（土） ～ミュージアムロードでジャズ～ 第3回 １DAY JAZZ ROAD 
主催：１DAY JAZZ ROAD実行委員会 【問合せ先：神戸県民センター（078-361-8607）】 

当館ほか 

11：00 ～16：00 
無 料 

18日（金） 
県美シネマクラシック ポンペイの壁画展記念上映会 「終着駅」 

監督：ヴィットリオ・デ・シーカ  出演：ジェニファー・ジョーンズ、モンゴメリー・クリフト ほか 
【①10：30～ ②13：00～ ③15：00～】（各回入替） 

ミュージアムホール 
800円※友の会
会員は 500円 
（定員：250名） 

19日（土） 
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世界遺産 ポンペイの壁画展 関連事業 イタリア語の絵本を楽しもう 
●イタリア文化会館スタッフによる、イタリア語と日本語の楽しいお話です。  

美術情報センター 
13:30～（約 30分） 

無 料 

美術館の調べ 柴田さおりピアノリサイタル 
●曲目：リスト「愛の夢 第3番」 ほか ●出演：柴田さおり（ピアノ） 

エントランスホール 
14：00～  

無 料 

髙橋耕平－街の仮縫い、個と歩み 関連事業  対談 村上しほり×髙橋耕平 
●気鋭の都市史研究者をゲストに、出品作家との対談を実施します。 

レクチャールーム 

15:30 ～ 17:00  
無 料 

（定員：100名） 

19日（土） 
・ 

20日（日） 

 こどものための美術鑑賞ツアー ※10：30～アトリエ2前で受付   
●屋外彫刻や「県美プレミアム」の作品を鑑賞するツアーです。家族で参加してね。 

10：45～（約 30分） 無 料 

ハナヤ勘兵衛の時代デェ!! 関連事業 
写真の謎に迫る！カメラ・オブスキュラをつくろう ※各15分前～アトリエ2で受付 

●展示室で写真の作品を鑑賞して、牛乳パックで出来る簡単カメラを作ろう！ 

11：00～12：30 

13：15～15：00 
200円 

●その他：「夏休みスペシャル 2016」コーナー、美術館七不思議ツアー、スタンプラリー、 
兵庫文学館クイズ、えほんコーナー、撮影スポットなど楽しいイベントを開催します！ 

美術館館内 

10：00～ 
無 料 

20日（日） 

美術館の調べ Duo Felice ～狂気とロマンスの調べ～ 
●曲目：コレルリ「ラフォリア」ほか●出演：土肥久奈（ヴァイオリン）、佐田めぐみ（ピアノ） 

エントランスホール 

14：00～  
無 料 

ハナヤ勘兵衛の時代デェ!! 関連事業 学芸員によるギャラリートーク 
［展示室 6］ ●担当学芸員が作品を前にお話しします。 ※２階展示室６に集合 

2階展示室 

15：30～16：30 
無 料 

※要観覧券 

23日（水・祝） アラスカフォトライブショー 10th   
主催：NPO法人オーガニック・ライフ・コラボレーション（問合せ先：078-232-4411） 

ミュージアムホール
14：30～（開場 14：00） 

前売 2,000円 
当日 2,800円 

26日（土） 

世界遺産 ポンペイの壁画展 記念コンサート イタリアへの誘い ～愛と情熱を歌う～ 
●曲目：クルティス「忘れな草」 ほか ●出演：森井美貴（ソプラノ）、井上元気（テノール）、崎谷千恵（ピアノ） 

エントランスホール 
14：00～ 

無 料 

世界遺産 ポンペイの壁画展 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） 

10/15（土）  
～ 

12/25（日） 

（特別展） 

日伊国交樹立 150周年記念 世界遺産 ポンペイの壁画展 
●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：1,500円 
大学生：1,100円 
高校生・65歳以上：750円 
中学生以下無料 

7/2（土）  

～ 
11/6（日） 

（県美プレミアムⅡ） 

小企画：美術の中のかたち－手で見る造形 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 

11/19（土）  
～ 

3/19（日） 

（県美プレミアムⅢ） 

小企画：ハナヤ勘兵衛の時代デェ!! 特集：彫刻大集合 

●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) 

10/15（土）  
～ 

11/20（日） 

  注目作家紹介プログラム チャンネル７ 

  髙橋耕平－街の仮縫い、個と歩み 

ギャラリー棟1階 
アトリエ 1 ホワイエ 

無料 

10/15（土）～ 
12/25（日） 

イタリア世界遺産写真展   展示棟3階 回廊 無料 

11/2（水） 

～5（日） 
第六回 21 世紀関西女性絵画展 

10：00～18：00 主催：21世紀関西女性美術家連盟（問合せ先：078-997-6511） 
ギャラリー棟3階 無料 

11/8（火） 

～10（木） 
第 40 回 兵庫県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 

10：00～17：00 （10日は12：00まで） 主催：兵庫県ほか（問合せ先：078-792-7661） 
ギャラリー棟3階 無料 

11/11（金） 

～13（日） 
第 36 回 近畿高等学校総合文化祭 美術・工芸部門 

10：00～17：00 （13日は 15：00まで） 主催：兵庫県ほか（問合せ先：078-792-7661） 
ギャラリー棟3階 無料 

11/17（木） 
～20（日） 

現代童画会 10：00～18：00 （20日は 15：00まで）  
主催：現代童画会関西支部（問合せ先：080-4249-4876） 

ギャラリー棟3階 無料 

11/24（木） 

～27（日） 
第 15 回 障がい者公募作品展 ハートでアートこうべ 2016 10：00～17：00 
（27日は 15：30まで） 主催：ハートでアートこうべ実行委員会（問合せ先：078-232-4411） 

ギャラリー棟3階 無料 

１１月のイベント 

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）：11月 16日（水）、11月 17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 

※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 


