８月のイベント
7/22（土）
～
9/18（月・祝）
7/8（土）
～
10/15（日）
8/26（土）
～
9/24（日）
7/1（土）
～
9/3（日）
7/29（土）
～
8/19（土）

（特別展）

「怖い絵」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Ⅱ）

●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)

注目作家紹介プログラム チャンネル８

ギャラリー棟
アトリエ 1

「井上涼 忍者と県立ギョカイ女子高校」展
日本・ブータン外交関係樹立 30 周年

ギャラリー棟3 階

10：00～17：00（入場は 16：30 まで）

２０１7 県展（第５５回） 10：00～18：00（入場は 17：30 まで）、19 日は 14：00 まで
※会場は原田の森ギャラリーです。ご注意下さい。（問合せ：078-262-0908）

「怖い絵」展 関連 学芸員による解説会

原田の森ギャラリー
本館 2 階大展示室

●担当学芸員が展覧会の見どころを解説します。

こどものイベント 「夏休みスペシャル 2017」

エントランスホール
14：00～

旅成金 in 神戸 柳亭小痴楽・瀧川鯉八・神田松之丞 三人会

●曲目：ブラームス「ピアノカルテット第１番」 ほか ●出演：森本耕太朗（チェロ）、
岡本伸一郎（ヴァイオリン）、村上淳一郎（ヴィオラ）、釈迦郡洋介（ピアノ）

12 日（土）

●曲目：バッハ=ペトリ「羊は安らかに草を食み（カンタータBWV208より）」／ショパン「スケルツォ 第2番
Op.31」 ほか ●出演：深井千聡（ピアノ）

一部要参加費
（100 円～300 円）

ミュージアムホール
14：30～(開場 14：00)

当日：2500 円
予約：2000 円

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）

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）

美術館開館15周年記念 深井千聡ピアノリサイタル
美術館開館15周年記念 木下敦子ピアノリサイタル

13 日（日）

ベートーヴェンのピアノ曲～初期から後期へ～
●曲目：L.v.べートーヴェン「ピアノソナタ ヘ長調 op.10-2」 ほか ●出演：木下敦子（ピアノ）

19 日（土）

●曲目：シューベルト「ヴァイオリンとピアノのソナチネ 第1番 ニ長調」／ブラームス「ヴァイオリンソナタ
第1番 ト長調」 ほか ●出演：水村良子（ヴァイオリン）、革島玲奈（ピアノ）

美術館の調べ 水村良子 革島玲奈デュオリサイタル
「怖い絵」展 関連 記念講演会 「怖い絵」の世界へようこそ
講師：中野京子氏（本展特別監修者、作家、ドイツ文学者） ※要観覧券・整理券
※当日11時よりホワイエにて整理券を配布

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 特別上映会 平成29年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業
「張込み」 10：30～ ●監督：野村芳太郎 音楽：黛敏郎 出演：大木実、宮口精二、高峰秀子 ほか
「白い巨塔」 14:00～ ●監督：山本薩夫 出演：田宮二郎、東野英治郎、小沢栄太郎 ほか

ＫＥＮ－Ｖｉ名画サロン 特別上映会 平成29年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業
「黒い画集―あるサラリーマンの証言」 10：30～ ●監督：堀川弘通 出演：小林桂樹 ほか
「悪い奴ほどよく眠る」 14:00～ ●監督：黒澤明 出演：三船敏郎、森雅之、香川京子 ほか

ミュージアムホール
無 料
14：00～（約 90 分） （定員：250 名）
ミュージアムホール
500 円
10：30～
（定員：250 名）
14：00～
ミュージアムホール
500 円
10：30～
（定員：250 名）
14：00～
アトリエ２
10：15～12：30
14：00～16：15

200 円
（定員：各 25 名）

エントランスホール
14：00～

無 料

アトリエ１
17：00～（約 90 分）

無 料
（定員：80 名）

「怖い絵」展 関連 こどものイベント「もっと怖い絵をかこう！」（小学校3年生～高校生）
●「怖い絵」をみて、絵の中の世界で起こったことを想像して、もっと怖くしてみよう！※要申込（7/26～）

26 日（土）

美術館の調べ 丸山耕路 バッハ・ピアノリサイタル
●曲目： J.S.バッハ「主よ、人の望みの喜びよ BWV147」「半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903」
「フランス風序曲 ロ短調 BWV831」●出演：丸山耕路（ピアノ）
「井上涼 忍者と県立ギョカイ女子高校」展 関連

展覧会オープニング記念イベント「井上涼の凱旋？ヘタウマコンサート」
●展覧会のオープンを記念して井上涼によるコンサートを行います。コンサート後には、DVD 販売、
握手・サイン会も開催。 ※要整理券 ※当日14時よりホワイエにて整理券を配布

★美術館で一時保育（対象：２ヶ月～就学前のお子さま）：8 月 10 日（木）、8 月 24 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

無 料

アトリエ２
11：00～

美術館開館15周年記念 激熱！男たちのブラームス

11 日（金・祝）

無 料

無 料
レクチャールーム
16：00～（約 45 分） （定員：100 名）

ファクトリー

主催：「旅成金in神戸」実行委員会 (問合せ:090-7764-1299)

25 日（金）

一 般：1,400 円
大学生：1,000 円
70 歳以上：700 円
高校生以下無料

主催：関西テレビ放送ほか（問合せ：050-5542-8600）

☆のりちゃん先生の夏休みの工作相談室 ［制作］ ☆昼下がりのバッジ工 場 ［制作］
☆コレクション de 工作！［制作］ ☆展示室でわいわいわい［鑑賞］ ※入退場自由・先着順

20 日（日）

無 料

ブータン しあわせに生きるためのヒント

世界の音楽 アジア民族音楽のひととき～神戸開港150年記念～

6 日（日）

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

小企画：美術の中のかたち－手で見る造形 青木千絵展 漆黒の身体
特 集：みなと物語 新収蔵品を交えて

●曲目：山寨情歌（伝承曲）／草原情歌／長江之歌 ほか ●出演：濱嵜繁一（フルス・歌）、
藤浦佐知子（歌）、付虹（揚琴）、文暁鈴（ピアノ）、古川民夫（パーカッション）

5 日（土）

一 般：1,400 円
大学生：1,000 円
70 歳以上：700 円
高校生以下無料

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

