
３月のイベント 

平成 31 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 

  

   

    

 

1/12（土） 
～ 

3/17(日) 

（特別展） 

「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

展

覧

会

料

金 

一 般：1,300 円 
大学生：900 円 
70 歳以上：650 円 
高校生以下無料 

11/17(土) 
～ 

3/3(日) 

（県美プレミアムⅢ特集） 
「類は友を呼ぶ」 

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（無料、要観覧券） 
一  般：500 円 
大学生：400 円 
70 歳以上：250 円 
高校生以下無料 

（県美プレミアムⅢ小企画） 
「M 氏コレクションによる J·J·グランヴィル」 

3/16（土） 
～ 

6/23（日） 

（コレクション展Ⅰ特集） 
「境界のむこう」 

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（無料、要観覧券） 

3/16（土） 
～ 

5/26（日） 

（共催展） 

不思議の国のアリス展 

 ●10:00～17:00  ●主催：関西テレビ放送、読売新聞社、東映 
●問合せ先：ハローダイヤル 050-5541-8600（5/27 まで全日 8:00～22:00） 

ギャラリー棟 

3 階 

一 般：1,400 円 
高・大学生：1,000 円 
小・中学生：600 円 

3/1（金） 
～ 

3/3（日） 

第 14 回兵庫県障害者芸術・文化祭 美術工芸作品公募展 
●10:00～17:30（3 日は 14:00 まで） 

●主催：兵庫県障害者芸術・文化祭実行委員会 ●問合せ先：078-341-7711（内線 2832） 

ギャラリー棟 

3 階ギャラリー 
無料 

 

2 日（土） 

美術館の調べ 川島幸子ソプラノリサイタル 
●演奏曲目：ヴェルディ「歌劇『リゴレット』より“麗しの人の名は”」 「歌劇『椿姫』より“花から花へ”」 ほか 

●出演：川島幸子（リリック・コロラトゥーラソプラノ）、川島基（ピアノ）、 

アトリエ１ 
14:00～ 

無料 

兵庫県美ボーダレスアートトーク第 3 回 やなぎみわ講演会 
当館ウェブサイト特設ページで１月 31 日（木）10 時から申込受付開始 

ミュージアムホール 
14:00～ 

無料 

（定員 250 名、要予約） 

8 日（金） 
「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」関連 映画上映会 

展覧会の内容と関連する『ハワイ・マレー沖海戦』『桃太郎 海の神兵』『ゴジラ』の上映会を実施。 
ミュージアムホール 

観覧料：1000 円（展覧
会観覧券提示で 500 円

割引、定員 250 名） 

9 日（土） 

美術館の調べ クラリネット×サックス×ピアノの調べ 
●演奏曲目：ブートリー「パロニム」／酒井格「高原にて」 ほか  

●出演：上田浩子(クラリネット)、井上麻子（サクソフォン）、藤井快哉（ピアノ） 

アトリエ１ 

14:00～ 
無料 

「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」関連 映画上映会 
展覧会の内容と関連する『ハワイ・マレー沖海戦』『桃太郎 海の神兵』『ゴジラ』の上映会を実施。 

ミュージアムホール 
観覧料：1000 円（展覧

会観覧系提示で 500 円
割引、定員 250 名） 

10 日（日） 

棚橋佳子 ピアノリサイタル 
●主催：棚橋佳子 ●問合せ先：080-6107-8091 

アトリエ１ 
14:00 開演 

（13:30 開場） 
入場料：2000 円 

県美亭ワンコイン寄席 
～兵庫県立美術館とかけて もてない男の告白ととく その心は 良い絵（いいえ）ばかりです～ 

●口演演目：露の吉次「阿弥陀池」、露の団六「神崎与五郎」 

レクチャールーム 

14:00～ 

500 円 
（当日 13:00～販売） 

「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」映画上映会 
展覧会の内容と関連する『ハワイ・マレー沖海戦』『桃太郎 海の神兵』『ゴジラ』の上映会を実施。 

ミュージアムホール 
観覧料：1000 円（展覧

会観覧券提示で 500 円
割引、定員 250 名） 

15 日（金） 

県美シネマクラシック 「忘れじの面影」 “Letter from An Unknown Woman” 
●監督：マックス・オフュルス ●出演：ジョーン・フォンテーン、ルイ・ジュールダン 

ミュージアムホール 
①10:30 ②13:00 

③15:10（各回入れ替え） 

１人 800 円  
（ 「芸術の館友の会」 

会員 500 円） 

「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」関連 DVD 上映会 レクチャールーム 
無料（要観覧券半券 

、定員 100 名） 

16 日（土） 

共催展「不思議の国のアリス展」講演会 「『不思議の国のアリス』はどんな話？」 
●講師：安井 泉氏（日本ルイス・キャロル協会会長、英語語法文法学会名誉顧問、筑波大学名誉教授） 

●主催：関西テレビ放送、読売新聞社、東映 ●問合せ先：ハローダイヤル 050-5541-8600（全日 8:00～22:00） 

ミュージアムホール 

11:00～（約 60 分） 

無料 
（要展覧会観覧券） 

美術館の調べ 能楽の会 春を愛でる「能」の舞とサウンド～笛、小鼓、謡・舞でつづる～ 
●上演演目：「高砂」「忠度」「求塚」 より ●出演：久田舜一郎（大倉流小鼓方）、大島衣恵（喜多流能楽師シテ

方）、久田陽春子（大倉流小鼓方）、高橋奈王子（大倉流小鼓方）、貞光智宣（森田流笛方） 

エントランスホール 

14:00～ 
無料 

こども向けワークショップ 
●対象：小学生以上、小学 2 年生以下は保護者同伴必要  

※詳細は美術館 HP にて 2 月上旬にお知らせします。 2/16（土）10:00～電話予約受付開始、先着順 
未定 

参加費：あり 

（定員 30 名） 

「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」関連 DVD 上映会 レクチャールーム 
無料（要観覧券半券 

定員 100 名） 

17 日（日） 

四季シリーズコンサート＜ファイナル＞ ソプラノ＆クラリネット＆ピアノによる～彩りのとき～ 
●演奏曲目：A・スカルラッティ「すみれ」／シューベルト「愛は何処にいても」／下村正彦「沈丁花」ほか 

●出演：秋山文代（ソプラノ）、江川恵子（クラリネット）、前田多津子（ピアノ） 

アトリエ１ 
14:00～ 

全席自由 

2,000 円 

「Oh！マツリ☆ゴト 昭和･平成のヒーロー&ピーポー」関連 DVD 上映会 レクチャールーム 
無料（要観覧券半券 

定員 100 名） 

30 日（土） 

美術館の調べ 門田百花フルートリサイタル 
●演奏曲目：テレマン「無伴奏フルートのための 12 の幻想曲より７番」ほか 

●出演：門田百花（フルート）、大橋奏美（ピアノ） 

アトリエ１ 

14:00～ 
無料 

コレクション展Ⅰ「境界のむこう」 

学芸員によるギャラリートーク 

エントランスホール集合 
16:00～（約 45 分） 

参加無料 

（要観覧券） 

31 日（日） 
美術館の調べ 春のトリオ Trio de printemps ～ソプラノ・フルート・ピアノの調べ～ 

●演奏曲目」：R.シュトラウス「乙女の花 Op.22」／マルクス「パンはシランクスを悼む」 ほか  
●出演：木村能里子（ソプラノ）、深江亮太（フルート）、植田祐加里（ピアノ） 

アトリエ１ 
14:00～ 

無料 

 
※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 



  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員種類 年会費 特別展の観覧優待 コレクション展の観覧優待 

Ａ会員 4,000円 
年８回無料（同伴者１名が利用する回数を含む） 

 

 

 

何度でも無料 
（会員本人のみ、同伴者は有料） 

学生会員 3,000円 

Ｂ会員 2,000円 年３回無料（会員本人のみ、同伴者は有料） 

会員種類 年会費 特別展の観覧優待 コレクション展の観覧優待 

特別会員 20,000円 

年８回無料（同伴者１名が利用する回数を含む） 

        ＋ 
各特別展の開会式招待状 1通、招待券 10枚、 

割引券 5枚、チラシ 5枚、ポスター1枚を送付 

 

法人Ａ会員 100,000円 

 

 

 

 

何度でも無料 
（会員（団体構成員）のみ） 

法人Ｂ会員 30,000円 

 

2019 年度 兵庫県立美術館「芸術の館友の会」 

兵庫県立美術館「芸術の館友の会」は、美術を愛するみなさんが集い、美術館の活動を

サポートする会です。友の会ならではの魅力的な特典の他、美術鑑賞旅行、街歩き、交流

会、ワークショップなど、楽しいイベントが盛り沢山。皆様、ぜひご入会ください。 

アートフルなこころを満たして美術を一緒に楽しみましょう！ 

 

※年度途中にご入会の場合も、有効期限は 2020年 3月 31日までとなります。 

※学生会員の対象は大学生・大学院生・専門学校生です。お申込の際は学生証をご提示ください。 

お近くの郵便局、友の会ホームページ、現金書留でお申込の場合は、学生証の複写を FAXまたは郵送でお送りください。 

 

 

＜全ての会員種類において・・・＞ 

※無料の観覧優待は「特別展」「コレクション展」のみです。その他、共催展等は適用外となります（場合によっては割引あり）。 

※会費の払い戻し、会員証の再発行、会員種類の変更はいたしません。 

 

 

会員種類は以下の 6 つ、有効期限によって 2 つに分かれます。 

 
◇有効期限：2019 年 4 月 1 日（月）～2020 年 3 月 31 日（火） 
 

◇有効期限：入会月～1 年間 

☆特典内容について、詳しくは友の会ホームページをご覧ください☆ 

兵庫県立美術館「芸術の館友の会」会員特典で検索 

※特典のご利用には会員証のご提示が必要です。 

その他にも、当館や他施設、美術館応援店で嬉しい優待がございます！ 

当館の展覧会やイベント優待など、様々な情報を会報誌やメールマジンでお届けします！ 

 

 

各特別展の開会式招待状 1通、招待券 70枚、 

割引券 20枚、チラシ 20枚、ポスター1枚を送付 

各特別展の開会式招待状 1通、招待券 20枚、 

割引券 10枚、チラシ 10枚、ポスター1枚を送付 

何度でも無料 
（会員本人のみ、同伴者は有料） 



 

  

 

 

 

１．ご来館の場合   

当館 1 階「美術情報センター」内、友の会カウンターでご入会いただけます。 

入会申込書へのご記入と年会費のお支払いの後、会員証を即日発行いたします。 

※受付時間は開館日の 10時から 18時までです（夜間開館時も 18時まで）。 

 

２．お近くの郵便局から  

『兵庫県立美術館 芸術の館友の会 入会のご案内』に添付の払込取扱票に所定の事項を記入し、 

下記口座に年会費をご送金ください。入金を確認後、会員証をお送りいたします。 

※振込手数料は申込者負担となります。 

 

  

 

３．友の会ホームページから 

友の会ホームページ内、「入会申込書」* に所定の事項を入力し、送信してください。 

その後、下記口座に年会費をご送金ください。入金を確認後、会員証をお送りいたします。 

* 兵庫県立美術館「芸術の館友の会」会員募集で検索→ページ下部の「入会申込書」をクリック 

※振込手数料は申込者負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

４．現金書留の場合 

必要事項（氏名、ふりがな、性別、生まれ年、住所、TEL、E メールアドレス、会員種類、会員番号 *）を 

記入した用紙と、年会費を友の会事務局までお送りください。到着後、会員証をお送りいたします。 

* 更新の方で、以前の会員番号がわかる場合はご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 兵庫県立美術館「芸術の館友の会」事務局 

TEL：078-262-0916 FAX：078-262-0903 E-mail：tomonokai@artm.pref.hyogo.jp  

 

 

 

＜上記２．～４．でお申込の場合・・・＞  

※会員証がお手元に届くまで10日前後かかります。あらかじめご了承ください。 

※2019 年 2 月 15日（金）～3月 31日（日）の間にお申込の場合、必要事項と併せて、備考欄等に

「2019年度会員申込」と明記してください。 

 

   入 会 申 込 方 法   
以下の 4つよりお選びください。 

口座記号・番号：00950-6-98888   加入者名：兵庫県立美術館「芸術の館友の会」 

＜他金融機関からご送金の場合＞ 

店  名：四三八（読み ヨンサンハチ） 

預金種目：普通預金   

口座番号：2422024  

名 義 人：兵庫県立美術館「芸術の館友の会」 

兵庫県立美術館「芸術の館友の会」事務局／〒651－0073 神戸市中央区脇浜海岸通1－1－1 

＜ゆうちょ銀行からご送金の場合＞ 

記   号：14320   

番   号：24220241 

口座名義人：ヒョウゴケンリツビジュツカン 

ゲイジュツノヤカタトモノカイ 

 


