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☎078-858-1520神戸ゆかりの美術館
日本アニメーションの創造者 山本二三展 リターンズ
～9/4（日）

SF漫画の巨匠と初代リカちゃんの監修者
松本零士・牧美也子夫婦コラボ展
9/10（土）～11/20（日）

神戸で活躍した芸術家を知る

「宇宙戦艦ヤマト」「銀河鉄道999」などの名作で知られる漫画家、松本零士と、その妻
で初代リカちゃん人形の監修を手がけた漫画家、牧美也子との夫婦展。

「天空の城ラピュタ」「もののけ姫」「火垂るの墓」など数々の名作アニ
メーションの美術監督を務める山本二三。作品で用いられた背景画、準
備段階で描かれるイメージボードなど未公開作品を含め約220点公開。

いずれも■￥一般900円、大高700円、中小400円
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神戸市東灘区向洋町中2-9-1　アクセス JR｢住吉」駅､阪神｢魚崎」駅のりかえ六甲ライナー
｢アイランドセンター」駅下車南東すぐ　開館 10：00～17：00（入館は16：30まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌日）、12/29～2017年1/3　スタンプ 受付

☎078-857-5880神戸市立小磯記念美術館

穏健で親しみやすい画風で知られる和田英作の70年に
わたる画業を紹介する回顧展。初期作品をはじめ肖像画、
大作から素描や下絵を含め約80点を一堂に展示する。
※10/10(月・祝)はKOBE観光ウィーク記念で入館無料

神戸に生まれ制作し続けた小磯良平の軌跡をたどる

神戸市東灘区向洋町中5-7　アクセス JR｢住吉」駅､阪神｢魚崎」駅のりかえ六甲ライナー｢アイラ
ンド北口」駅から西へすぐ　開館 10：00～17：00（入館は閉館の30分前まで）休館 月曜（祝休日の
場合は翌平日､9/19、10/10は開館）､10/11～10/14　スタンプ 玄関ロビー左手

特別展 日本近代洋画の巨匠 和田英作展
～10/10（月･祝）

特別展
描かれた花 －々小磯良平の植物画を中心に－
10/15（土）～12/11（日）
小磯良平の薬用植物画(武田薬品工業株式会社蔵)や植物学者・牧
野冨太郎の植物画(高知県立牧野植物園蔵)など、神戸にゆかりの
ある画家たちが描く花々や自然にまつわる作品を特別出展。
※11/19(土)・20(日)は関西文化の日で入館無料 小磯良平「ミツガシワ」1968年

武田薬品工業株式会社蔵

和田英作「渡頭の夕暮」1897年
東京藝術大学所蔵
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☎078-855-5607横尾忠則現代美術館
横尾ワールドに浸たる

ヨコオ・マニアリスムvol.1
～11/27（日）

■￥一般700円、大学生550円、高校生・65歳以上350円、
　中学生以下無料 「日の本の猫(日本招猫倶楽部）」1996年

作家蔵(横尾忠則現代美術館寄託)

横尾忠則が自身の創作と記録のために保管している資料を公開
する展覧会シリーズ「ヨコオ・マニアリスム」。第一弾となる本展で
は日記に着目し、横尾ワールドの源泉をひも解くとともに、生活と
制作のあらゆるプロセスを素材とし、作品として提出するアー
ティスト、横尾忠則の生き方に迫る。
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イブニング・ギャラリーツアー 

9/10日(土) 18:00～18:45
学芸員が展覧会の見どころを解説。

■￥無料

☎078-858-0050神戸ファッション美術館
日本初の公立ファッション美術館

“夢の世界”のデザイナー シンジカトウ・ワールド
空想の住人たちと愛される雑貨たち
～12/28（水）
赤ずきんちゃんや不思議の
国のアリスなどをモチーフに
愛らしい世界を描く雑貨デザ
イナー、シンジカトウ。下絵や
原画、デザインされた雑貨な
どの作品を展示し、創造性の
ある魅力的なデザインの世
界を紹介する展覧会。

■￥一般500円、
高中小・65歳以上250円 Little Red Riding Hood Design by 

© Shinzi Katoh™ Licensed by Copyrights Asia
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神戸市東灘区向洋町中2-9-1　アクセス JR｢住吉」駅､阪神｢魚崎」駅のりかえ六甲ライナー
｢アイランドセンター」駅下車南東すぐ　開館 10：00～18：00（入館は17：30まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　スタンプ 1階展示室受付

☎078-262-0901兵庫県立美術館
海と一体化する安藤忠雄建築の美術館

エコール・ド・パリの人気画家として活躍し戦争画を
描く画壇の第一人者として過ごした藤田嗣治の回
顧展。国内外の主要な美術館などの所蔵から選び
抜かれた作品が一堂に会する。

特別展 生誕130年記念 藤田嗣治展－東と西を結ぶ絵画－
～9/22（木･祝）

古代ローマ時代、繁栄を謳歌していた都市ポンペイは西暦79年、
火山の大噴火に見舞われる。地中に封じ込められたことで奇跡的
に色鮮やかなままで保存された壁画や絵画などを展示。

特別展 世界遺産 ポンペイの壁画展
10/15（土）～12/25（日）

神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1　アクセス 阪神｢岩屋」駅（兵庫県立美術館前）から徒歩約8分、
JR｢灘」駅から徒歩約10分　開館 10：00～18：00（特別展開催時の金･土曜は20：00まで｡入
場は閉館の30分前まで）　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　スタンプ 1階エントランスホール

神戸市灘区原田通3-8-30　アクセス 阪急｢王子公園」駅から徒歩約6分､JR｢灘」駅から
徒歩約10分､阪神｢岩屋（兵庫県立美術館前）」駅から徒歩約12分
開館 10：00～18：00（会期中の金･土曜は20：00まで､入場は閉館30分前まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　スタンプ 1階インフォメーション
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■￥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

■￥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

☎078-242-0216（公財）竹中大工道具館
匠の技と心、日本の木造建築に触れる

土のしらべ
－和の伝統を再構築する左官の技－
9/3（土）～11/6（日）
木とともに身近な素材である土。左
官技術の礎である京の歴史や道具
から最新の泥団子まで、幅広く土の
世界を紹介。

神戸市中央区熊内町7-5-1　アクセス 神戸市営地下鉄西神・山手線｢新神戸」駅北出口2から
徒歩約3分､神戸市バス2･18系統｢熊内6丁目」から徒歩約2分　開館 9：30～16：30（入館は
16：00まで）　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）、10/14（金）午後　スタンプ 受付（要申し出）

第6回座る・くらべる一脚展+(プラス)2016
11/22（火）～12/4（日）
兵庫県で活躍する家具作家が毎年新作の椅子を一脚ずつ持ち寄り展示する「一脚展」。
今回のテーマは「食べる、話す、笑う」。さまざまな風合いの椅子を楽しめる。

いずれも■￥一般500円、大高300円、シニア200円、中学生以下無料いずれも■￥一般800円、大高600円、中小400円
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Cat cat cat Design by 
© Shinzi Katoh™ 

Licensed by Copyrights Asia

「赤ん坊のテレフォスを発見す
るヘラクレス」後1世紀後半 ナ
ポリ国立考古学博物館蔵
©ARCHIVIO DELL’ARTE - 
Luciano Pedicini / fotografo

神戸ゆかりの芸術家たち －初公開多数 素描コレクション展－
11/29（火）～2017年3/26（日）館蔵品を中心に神戸ゆかりの作家のデッサンを展示。
■￥￥200円、高中小・65歳以上100円



9/14（水）～11/23（水･祝） 10:00～17:00

■￥一般1,850円、小学生以下930円、4歳未満無料 ※学生割引1,550円

山本桂輔 夢の山(眠る私) 2016年 六甲高山植物園 ©Keisuke Yamamoto , Courtesy of Koyama Art Projects

神戸市灘区六甲山町五介山1877-9（六甲ガーデンテラス）など10会場
アクセス 阪神｢御影」駅､JR｢六甲道」駅､阪急｢六甲」駅から神戸市バス16系統終点｢六甲
ケーブル下」下車｡会場へは｢六甲ケーブル」→｢六甲山上バス」で移動
スタンプ 六甲山カンツリーハウス内 六甲ミーツ･アートライブラリー

展示アーティスト 
明楽和記、飯川雄大、永長さくら、emullenuett、岡本光博、隠崎麗奈、川田知志、靴郎
堂本店、桑久保徹、君平、K-5、近藤正嗣、西條茜、さわひらき、柴山水咲、菅沼朋香、角倉
起美、曽谷朝絵、髙橋匡太※、谷本研、タン・ルイ、トーチカ、遠山之寛、PARANOID 
ANDERSONS、古屋崇久、前谷開、マスダマキコ、松井ゆめ、松本かなこ、三沢厚彦、三
宅信太郎、森太三、八木良太、山崎大寿、山本桂輔、横山裕一、吉田一郎
ワークショップ 
飯川雄大+ばうみみ、靴郎堂本店、松本かなこ、三田村管打団？、森太三

応募はがき
12/4（日）までに欲しいプレゼントに必要なスタンプを集めてご応募ください。

■締め切りは12/5（月）消印有効

※イベント名と参加日をご記入ください。　※原則としてスタンプはイベント開催日に限り各会場に設置します。
※各会場に応募箱の設置はありません。　※スタンプは1イベントにつき1つまでです。

52円切手を
お貼りください。
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POST CARD

神戸市中央区楠町4‐2‐2
（公財）神戸市民文化振興財団内
神戸アートウォーク2016係
〒

住　所

氏　名

（フリガナ）

年　齢 性　別

電話番号

神戸の魅力ある既存の文化イベント、または神戸でこんな文化イベントが
あればいいと思うものを自由にご記入ください。

ご希望賞品

この冊子はどこで手に入れましたか?
1.神戸市内公共施設  2.神戸市営地下鉄駅  3.阪急電鉄駅  4.阪神電車駅  5.山陽電車駅 
6.神戸電鉄駅  7.ポートライナー・六甲ライナー各駅  8.その他神戸市内  9.その他神戸市外

※当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
※個人情報の取り扱いにつきましては、（公財）神戸市民文化振興財団において厳重に管理し、
　プレゼントの発送のみに利用いたします。

プレゼント
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プレゼント
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☎078-891-0048六甲ミーツ･アート 芸術散歩2016 
山でしか味わえない五感で楽しむ展覧会 5

六甲山上を舞台に、土地の魅力や景観を生かした数々の現代
アート作品を、ピクニック気分で周遊しながら楽しめる展覧会。
季節の移ろいや1日の時間の流れとともにアート鑑賞を楽しみ
ながら、六甲山の魅力をじっくり味わおう。

※印のアーティストは10/29(土)～11/6(日)までの期間限定展示

参加日　　　　月　　　　日

参加イベント名

赤枠内②～④のスタンプと重複可

STAMP

1
参加日　　　　月　　　　日

参加イベント名

STAMP

2

☎078-393-8500KOBEとんぼ玉ミュージアム
古代から現代までのガラス工芸作品2000点を展示

ガラス細工の世界2016
～10/3（月）

いずれも■￥一般400円､中小200円
神戸市中央区京町79　アクセス 各線｢三ノ宮･神戸三宮」駅､｢元町」駅から徒歩約8分
開館 10:00～19:00（入館は18:45まで）　休館 年末年始　スタンプ 作品展示室内
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☎078-331-0884Bead Art Show －KOBE 2016－
国内最大規模のビーズの祭典

ビーズアートの魅力を紹介するビーズづくしの3日間。
■所デザイン・クリエイティブセンター神戸
■￥無料  ※ワークショップは有料
神戸市中央区小野浜町1-4　アクセス 各線「三ノ宮・神戸三宮」駅から徒歩約20分、ポート
ライナー「貿易センター」駅から徒歩約10分　スタンプ インフォメーション

11/17（木）～19（土）10：00～17：00
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何の変哲もないガラス棒を熔かし自由自在に操りながら、みるみる作品が仕上がって
いくさまは、まさにガラスのマジックともいえる。今展では国内作家7名による個性あ
ふれる作品を展示。

齋藤直「HIKARI」

とんぼ玉展覧2016
10/8（土）～2017年1/9（月・祝）
とんぼ玉とは、ランプワーク技法で作られた穴の
開いたガラスの装飾玉のこと。古代より時空を超え
て「装い飾る」「護符として身を守る」「交易に用い
る」「鑑賞する」などさまざまな目的に用いられてき
たとんぼ玉。
新時代の潮流を感じさせる今注目の作家作品を展
覧する。

参加日　　　　月　　　　日

参加イベント名

STAMP

3
参加日　　　　月　　　　日

参加イベント名

STAMP
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☎078-321-2002

デザイン･クリエイティブセンター神戸

兵庫県芸術文化協会

「デザイン都市・神戸」の拠点

灘区民ホール
子どもたちと一緒に楽しめる！

暮らしの中にアートを

第19回 神戸元町ミュージックウィーク
クラシックをもっと身近に！

CREATIVE WORKSHOP ちびっこうべ 2016
子どものまちオープン日
10/9（日）・10（月･祝）、
10/15（土）・16（日）
12:30～17:00
「ちびっこうべ」は、シェフ、建築家、デザイナー
の職業体験をした神戸の子どもたちとクリエ
イターが一緒につくる夢のまち。子どもだけ
が入れるまちのオープン当日は、いろいろな
仕事を体験してお給料としてもらえる専用通
貨「キート」で、食べ物を買ったり体験プログラ
ムに参加できる。

■￥無料

避難訓練コンサート　9/25（日）14:00開演　■￥無料

世界の劇場シリーズ「お父さんのすることはいつもよし」
10/5(水)19：00開演
■￥一般2,000円、高校生以下1,000円 ※前売りのみ親子ペア券2,500円あり

伊藤ルミ ピアノリサイタル　10/30（日）14：00開演
■￥一般3,500（3,000）円 ※前売りのみペア券5,000円、18歳以下1,000円券あり

ベビクラ！ （ベビーカーで行くクラシックコンサート2016）
10/2（日）①11：00 ②14：00開演
■￥一般2,000（1,500）円、小学生以下500円

新進音楽家演奏会 11/13（日）13：00開演

神戸市灘区岸地通1-1-1　アクセス 阪急｢六甲」駅、｢王子公園」駅から徒歩約15分､JR｢摩耶」駅か

スタンプ 各ホールコンサート会場

神戸市中央区小野浜町1-4　アクセス 各線｢三ノ宮･神戸三宮」駅から南へ徒歩約20分､神
戸市営地下鉄海岸線｢三宮･花時計前」駅から徒歩約10分､ポートライナー｢貿易センター」
駅から徒歩約10分　開館 9：00～21：00　休館 月曜（祝休日の場合は翌日）
スタンプ 1F 西エントランスカウンター

神戸市中央区下山手通4-16-3　アクセス 地下鉄山手線「県庁前」駅すぐ、各線「元町」駅
から北へ徒歩約７分　申し込み･問い合わせ （公財）兵庫県芸術文化協会 文化振興部
☎078-321-2002 FAX078-321-2139　スタンプ 各会場受付

出演者募集◆対象=兵庫県出身又は在住、在勤、在学で17歳以上45歳未満の新進音楽家
（クラシック）◆部門=声楽または器楽演奏による独唱、独奏、アンサンブル等◆出演時間
=1組15分程度◆参加費=1組10,000円（入場券50枚を進呈）◆締め切り=9/28（水）必着

テーマは「今年もたのしくクラシック」神戸元町商店街のアーケ
ードや周辺のホールで、クラシックをベースにした多彩なコンサ
ートを開催！

1615
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第28回全国手工芸コンクールinひょうご
10/6（木）～9（日）10：00～17：00（最終日は～16：00）
心のぬくもりが伝わる手作りの作品を全国から公募する女性対象のコンクールの展示会。

作品募集◆対象=手工芸を愛好する女性◆作品=紙工芸､布工芸､糸工芸､工芸Ⅰ（木･革
などの素材）､工芸Ⅱ（左以外の素材）◆出品料=1点につき3,000円

■所兵庫県民会館 兵庫県民アートギャラリー　■￥無料

■所兵庫県民会館 けんみんホール　■￥ 1,000円、高中小・60歳以上無料

10/1（土）～10/9（日）

■所神戸元町商店街周辺
■￥無料

■￥全席指定 一般4,000円 ※前売りのみ高校生2,000円

ストリートコンサート 
10/8（土）・9（日）
12：00～17：00

6会場で16のコンサートを開催。
※料金の有無および会場など、詳しくは

ホールコンサート

神戸市立博物館
名建築で名画を味わう

松方幸次郎は、現在の川崎重
工業株式会社、神戸新聞社の
初代社長を務めた実業家で
「松方コレクション」と称される
西洋美術の一大コレクションを
形成したが、いまだその全容は
分かっていない。本展では、国
内外に散逸した作品や資料を
フランス各地の美術館から出
品し、松方が収集していた時代
の美術思潮も新たな視点で考
察する。

特別展 神戸開港150年プレイベント 松方コレクション
－松方幸次郎 夢の軌跡－
9/17（土）～11/27（日）

■￥一般1,500円(1,300円)、大高1,110円（900円）、中小600円（450円）

神戸市中央区京町24　アクセス 神戸市営地下鉄海岸線｢旧居留地･大丸前」駅から徒歩約
5分､各線｢三ノ宮･神戸三宮」駅､｢元町」駅から徒歩約10分　開館 9：30～17：30､土曜は
～19：00（入館は閉館の30分前まで）　休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　スタンプ 1階学

13

プロ・アマ約60グループが出演。

サロンオペラ「カルメン」
9/10（土）16:00開演、9/11（日）14:00開演
■￥一般2,500円、高中小1,000円 ※前売りのみ親子ペア券3,000円あり

フランク・ブラングィン
「松方幸次郎肖像」1916年

油彩・キャンバス
73.8×84.0cm 松方家蔵

©David Brangwyn

トゥールーズ＝ロートレック
「庭に座る女」1891年

油彩・キャンバス 
75.0×58.0cm オルセー美術館蔵

©RMN-Grand Palais
(musée d'Orsay) /

Hervé Lewandowski /
distributed by AMF

神戸新聞松方ホール　
ブルーオーロラ・サクソフォン・カルテット公演
11/3（木・祝）15:00開演

ハーバーランドで聴く上質な音楽

サックス界の革命児、平野公崇がソロのトッププレイヤーとしても活躍中の西本淳、大
石将紀、田中拓也たちと結成したサックス四重奏団の演奏会。バッハやドビュッシーの
作品から日本民謡まで多彩な演奏を繰り広げる。

神戸出身の実力派演奏家が初共
演。クライスラー「愛の悲しみ」や
ラフマニノフ「愛の喜び」のピアノ・
ソロなど、二人の演奏家のテクニ
ックが見どころ。

神戸市中央区東川崎町1-5-7　アクセス JR｢神戸」駅､神戸市営地下鉄海岸線｢ハーバーラン
ド」駅から徒歩約10分､神戸高速｢高速神戸」駅から徒歩約15分　スタンプ ホールホワイエ

■￥全席指定 一般4,000円
上原彩子木嶋真優

17

木嶋真優&上原彩子デュオ・コンサート 
11/5（土）15:00開演

☎078-391-8448

☎078-325-2201 ☎078-362-7111

☎078-802-8555☎078-391-0035

クラシック音楽で、兵庫県内の新進・若手アーティストを支援するための新進音楽家の
演奏会。

第19回神戸元町ミュージックウィーク 検索



神戸国際会館こくさいホール

神戸アートビレッジセンター

豊かな音に触れる

演劇・美術・映像・音楽が交差する

第35回 神戸ジャズストリート
ジャズの街神戸のストリートで自由に体感

神戸文化ホール
緑豊かなホールで新しい感動を

幣隆太朗コントラバスリサイタル2016
9/5（月）19：00開演 ●中 
■￥全席自由 3,000円

ご当地ソングの女王・水森かおりが2年ぶりに神戸へ。
日本の名所を歌で巡ってみよう。

世界的にも稀有な天性のソプラニスタ・岡本知高。聴くも
のすべてを美しく揺さぶる「奇跡の歌声」を新プログラムで
お届け。

若手芸術家支援企画
「1floor 2016」
11/5（土）～11/27（日）12：00～19：00
2008年より毎年開催している若手芸術家を育成支援する展覧会。9回目となる今回
は、熊野陽平と戸田泰輔、2名の作家が、KAVC1階フロア全体を会場にして展覧会を
創り上げる。

松竹大歌舞伎
(中村芝雀改め五代目中村雀右衛門襲名披露)
9/8（木）①14：00②18：00開演 ●大 
■￥全席指定 特等席7,500円、
　一等席6,000円、二等席4,500円

貞松・浜田バレエ団特別公演
創作リサイタル28
9/10（土）18：00開演 ●中 
■￥ S席5,000円、A席4,000円、B席2,000円

第42回東西落語名人選
9/24（土）①12：00②16：30開演 ●中 
■￥一階席5,500円、二階席5,000円

神戸文化ホール秋祭り～ダンシングこうべ！～
9/25（日）11:00開演 ●大 ●ロ 　■￥無料
ロビージャズコンサートpart6 古き良き時代のジャズボーカル
9/28（水）①13：00②15：00開演 ●ロ 
■￥全席自由 500円

映画「妻への家路」
10/6（木）①10：30②14：00開演 ●中 
■￥全席自由 1,000円

和太鼓松村組 神戸公演 「明日へ」
11/5（土）16：00開演 ●大 
■￥ S席5,500（5,000）円、A席4,500（4,000）円

ロビージャズコンサートpart7 古き良き時代のジャズボーカル
11/15（火）①13：00②15：00開演 ●ロ 
■￥全席自由 500円

水森かおり コンサート
～歌謡紀行～
10/22（土）①13：00 ②17：00開演

神戸市兵庫区新開地5-3-14　アクセス 神戸高速｢新開地」駅から徒歩約5分､JR｢神戸」駅か
ら徒歩約10分　開館 10：00～22：00　休館 火曜（祝日の場合は翌平日）　スタンプ 受付

スタンプ 当日チケット販売会場受付

神戸市中央区楠町4-2-2　アクセス 市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅すぐ、神戸高速「高
速神戸」駅から北へ徒歩約8分　スタンプ ホワイエ

神戸市中央区御幸通8-1-6　アクセス 各線｢三ノ宮･神戸三宮」駅から徒歩約5分､神戸市
営地下鉄海岸線｢三宮･花時計前」駅すぐ　スタンプ ホール内エントランス､メインホワイエ

■￥無料

■￥全席指定 S席6,700円、A席5,700円
 ※未就学児童入場不可

■￥全席指定5,500円 ※未就学児童入場不可

■所三宮･北野町･トアロード界隈※10会場
■￥一日券4,500（4,000）円､両日券8,500（7,500）円

岡本知高
Concerto del Sopranista 2016
10/23（日）15：00開演

戸田泰輔「ちかくてとおい」熊野陽平「Aholeintheworld」

水森かおり

岡本知高
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10

19 18

国内外からプロ・アマチュア問わず集まったミュージシャ
ンたちの演奏で神戸の街がジャズ一色に染まる。普段は
なかなか行けないような会場をはしごしたり、ストリート
で迫力のパレードを楽しんだり、自由にジャズを体感し
てみて。

10/8（土）・9（日）12：00～17：00
パレードは両日11：00開始（阪急神戸三宮北側より）

●中 …中ホール、●大 …大ホール、●ロ …大ホールロビー

☎078-512-5500 ☎078-351-3349

☎078-230-3300

☎080-3864-2011 「特別展 松方コレクション －松方幸次郎 夢の軌跡－」
学芸員の解説付き鑑賞会
10/1（土）14：00～15：00　■所神戸市立博物館
●応募締切9/15（木）必着　※定員10名 ※中学生以上

子どもだけのまち「ちびっこうべ2016」の
まちの中に特別に入れる観光ツアー
10/15（土）14：00～15：00
■所デザイン・クリエイティブセンター神戸
●応募締切9/29（木）必着　※定員6名

RICエコアートカプセル2016
六甲アイランドで美術館めぐりとエコな「ポチ袋ワークショップ」
10/16(日)13：00～16：00　■所神戸市立小磯記念美術館
●応募締切9/29（木）必着　※定員10名 ※小学生以上

世界にひとつのオリジナルとんぼ玉を制作体験
11/5（土）10：00～12：00　■所 KOBEとんぼ玉ミュージアム  
●応募締切10/20（木）必着　※定員20名 ※小学3年生以上

ホームページ応募フォームまたはハガキに参加希望日・住所・名前・年齢・電
話番号を明記し、下記まで郵送。
（公財）神戸市民文化振興財団「神戸アートウォーク2016体験ツアー」係
（〒650-0017 神戸市中央区楠町4-2-2）※応募多数の場合は抽選

アートウォーク体験ツアー

申し込み

Vol.1

Vol.2

Vol.3

Vol.4

いずれも■￥無料要申し込み



神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

ホテル内の天然温泉を満喫

宿泊者 6:00～24:00  日帰り 12:30～21:00（最終20:00受付）

大人 2,800円、3～6歳 500円、7～12歳 1,200円

※10:30～12:30は清掃作業に伴いご利用いただけません。また毎週火曜9:30～16:30、
　11/29（火）6：00～18：00は定期メンテナンスのためご利用いただけません。

※東灘区在住の方、レストランまたはバーにてお1人様2,000円以上ご利用の方、
　シェラトン・アイランドクラブ会員の方は特別料金1,500円（大人）でご利用いただけます。

営業時間

料金

100%天然温泉 源泉掛け流し

神戸六甲温泉
はまいずみ

「濱泉」

（公財）神戸市民文化振興財団
神戸の文化シーンをより豊かに

神戸市中央区楠町4-2-2　スタンプ 上記含む主催事業 各会場受付

 raro

イッセー尾形の演出家 森田雄三の
「日々の暮らしに忙しい人たちin神戸」
10/22（土）16：00開演
■所北神区民センターありまホール
■￥一般2,000（1,500）円、
　大学生以下1,000円

10/23（日）16：00開演
■所神戸文化ホール中ホール　　
■￥一般2,000（1,500）円、
　大学生以下1,000円

第44・45回 舞コンサート
第44回 9/18（日）14:00開演
第45回 11/26（土）14:00開演
いずれも■所舞子ビラ神戸あじさいホール　■￥ 1,000円

神戸国際芸術祭2016
10/15（土）14:00開演
■所北神区民センターありまホール
■￥ 1,500（1,300）円ほか

10/16（日）16:00開演
■所シーサイドホテル舞子ビラ
　神戸あじさいホール
■￥ 3,000（2,700）円ほか

10/19（水）19:00開演
■所神戸文化ホール中ホール
■￥ 3,000（2,700）円ほか

こうべ市展市長賞作品展2016
10/12（水）～10/22（土）
10:00～17:30
■所神戸市役所1号館2階市民ギャラリー
　（神戸市中央区加納町6-5-1）
■￥無料

※詳細はホームページにて

18
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☎078-351-3597 神戸市室内合奏団・合唱団
心に響く音楽を

神戸市中央区橘町3-4-3　スタンプ 各演奏会場

●奏 …神戸市室内合奏団　●唱 …神戸市混声合唱団
いずれも■￥ 1,500（1,300）円、共通回数券5,000円

●奏  10/1（土）14：00開演　■所神戸新聞松方ホール
■￥一般3,000（2,700）円、大学生以下1,000円
●奏  11/29（火）19:00開演
■所神戸文化ホール中ホール　　■￥3,000円

神戸市室内合奏団定期演奏会

神戸市混声合唱団 秋の定期演奏会
●唱  9/3（土）14:00開演
■所神戸文化ホール中ホール　　■￥3,000円

室内合奏団・混声合唱団合同定期演奏会
●奏 ●唱  11/1（火）18:30開演
■所神戸文化ホール中ホール　　■￥3,000円

あなたに贈るコンサート
●唱  9/25（日）14：00開演
■所北神区民センター ありまホール

●唱  10/9（日）14：00開演
■所西区民ホール なでしこホール

●奏  11/5（土）14：00開演
■所北神区民センター ありまホール

舞子ビラ 海のコンサート
●奏  9/16（金）、●唱  10/21（金）、●唱  11/11（金）14：00開演
■所舞子ビラ神戸 あじさいホール

わがまちコンサート ピフレ
●奏  10/14（金）14：00開演
■所新長田ピフレホール

うはらの郷コンサート
●奏  10/22（土）14：00開演
■所東灘区民センター うはらホール

17
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20

18

☎078-361-7241

18

18



12 12MON
鈴木
雅之
￥40,000

12 13TUE
工藤
静香
￥38,000

12 20TUE
髙橋
真梨子
￥42,000

S席（ライブ＆ディナー） 　　  ¥13,500
　　　　 ※お料理、食前酒、税・サービス料込

A席（ライブ・ミュージックチャージ） ¥6,500
　　　　　　　　　　　 ※税・サービス料込

12/4SUN 12/11SUN
辛島 美登里 森口 博子

●会場／南館1F 大輪田の間
●時間／ディナー6：30p.m.～ ショー8：00p.m.～（受付6：00p.m.～）
※いずれもお料理、お飲みもの、税・サービス料込

●会場／スカイラウンジ プレンデトワール
●時間／1部 ディナー4：30p.m.～ ライブ5：30p.m.～
　　　　2部 ディナー7：30p.m.～ ライブ8：30p.m.～

ポートピアクリスマス2016 ディナーショー

イベント係
（受付時間10：00a.m.～6：00p.m.）

全席禁煙・相席なし 全席禁煙

※いずれも未就学児の同伴はご遠慮ください

和田岬

市営地下鉄

北
神
急
行
電
鉄

医療センター

市民広場

みなとじま

中公園

ポ
ー
ト
ラ
イ
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貿易センター

竹中大工
道具館

兵庫県民会館

横尾忠則
現代美術館

新長田

神
戸
電
鉄

兵庫

新開地新開地

高速神戸高速神戸

大倉山

神戸

湊川公園
西元町

神戸

湊川公園

三ノ宮・神戸三宮三ノ宮・神戸三宮
三宮

新神戸

灘 摩耶

六甲

御影 阪急電鉄

六甲道岩屋

御影

住吉

魚崎
阪神電車阪神電車

東灘区民センター
うはらホール

灘区民ホール

マリンパーク

JR神戸線
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アイランド北口

アイランドセンター

神戸ファッション美術館

神戸
ゆかりの
美術館

神戸国際会館
こくさいホール

小磯記念美術館

神戸文化ホール

新長田ピフレホール新長田ピフレホール

神戸アートビレッジセンター神戸アートビレッジセンター

神
戸
新
聞
松
方
ホ
ー
ル

ＫＯＢＥとんぼ玉ミュージアム
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六甲山
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花隈 県庁前

元町元町

デザイン・クリエイティブセンター神戸

元町商店街
西元町

兵庫県立美術館

神戸市立博物館

4

神戸アートウォーク
2016参加方法

本紙掲載の応募はがきがスタンプ台紙になっています！
お出かけの際はお忘れなく！

応募に必要なスタンプ4つのうち3つは
それぞれ別の施設で押してください

本誌掲載のイベントに足を運ぶ！1
「応募はがき」にスタンプを押す！2

本誌掲載のイベントに足を運ぶ!

応募はがきで参加 応募フォームで参加

1
スタンプ設置場所にあるスタンプ見本の写真を撮る!
※「応募はがき」にスタンプを押して撮影してもOK!2
ホームページの応募フォームに
撮影した画像をアップロードして応募!3
抽選で豪華な賞品が当たる!4

プレゼント賞品番号と必要事項を書いてポストへ！3
抽選で豪華な賞品が当たる！4

●…アートイベント　●…音楽イベント
●…演劇・その他（同施設でアート・音楽等、複数ジャンルの
　　イベントを開催する場合も含む）

※掲載イベントの最新の情報については､各施設・団体へお問い合せください
　（都合により変更になる場合があります）
※料金（　　）は前売り料金を表記しています

神戸アートウォーク2016 検索



読者プレゼント PRESENT
スタンプ つで当たる！4

プレゼント
番 号 プレゼント賞品名 プレゼント提供 数 量

神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ宿泊券

ANAクラウンプラザホテル神戸宿泊券

神戸ポートピアホテル宿泊券

シーサイドホテル舞子ビラ神戸宿泊券

シンエーフーズレストランチェーンお食事券 (10,000円)

スカイマーク(株)

(株)AIRDO

ホテルオークラ神戸

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

ANAクラウンプラザホテル神戸

神戸ポートピアホテル

シーサイドホテル舞子ビラ神戸

シンエーフーヅ(株)

ペア1組

ペア1組

ペア1組

ペア1組

ペア1組

ペア1組

ペア1組

1名

スカイマーク往復航空券(神戸～長崎または神戸～鹿児島)
有効期間2017年1/10～ 3/9

ホテルオークラ神戸宿泊券

北海道の翼 AIRDO往復航空券 有効期間2017年1/6～ 3/31

A

B

C

D

E

F

G

H

スタンプ つで当たる！2
プレゼント
番 号 プレゼント賞品名 プレゼント提供 数 量

「善竹十番」招待券 2017年1/7(土)開演時間未定(灘区民ホール)

「善竹十番」招待券 2017年2/5(日)開演時間未定(灘区民ホール)

ミニゴーフル

文具サンプルセット

友禅小物入れなど

神戸ワインなど

サプライズおまかせプレゼント(上記プレゼントからいずれか1点)

ペア2組

ペア2組

ペア2組

ペア2組

ペア5組

ペア5組

ペア5組

ペア10組

ペア5組

ペア5組

ペア10組

ペア10組

20名

5名

10名

5名

若干名

「ニューイヤーコンサート・幸田浩子＆須川展也＆大阪交響楽団の仲間たち」
 招待券 2017年1/8(日)15:00開演(神戸新聞松方ホール)

「ヘンリック・ヴィーゼ フルートリサイタル」招待券
2017年3/18(土)開演時間未定(神戸文化ホール 中ホール)

「神戸フィルハーモニック ニューイヤーコンサート」招待券
2017年1/14(土)14:00開演(神戸文化ホール 大ホール)
「神戸市室内合奏団 わがまちコンサートピフレ」招待券
2017年1/9(月・祝)14:00開演(新長田ピフレホール)

「レクイエムの夕べ」招待券 2017年1/17(火)
18:30開演(神戸文化ホール 中ホール)
「混声合唱団 うはらの郷コンサート」招待券
2017年1/22(日)14:00開演(東灘区民ホール うはらホール)

「室内合奏団 あなたに贈るコンサート」招待券
2017年2/4(土)14:00開演(灘区民ホール)
「室内合奏団 定期演奏会」招待券
2017年3/9(木)19:00開演(神戸新聞松方ホール)
「混声合唱団 春の定期演奏会」招待券
2017年3/12(日)14:00開演(神戸文化ホール 中ホール)

「桂米朝一門会」招待券 2017年3/11(土)
 14:00開演(神戸文化ホール 中ホール)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ペア10組

ペア10組

10名

ペア10組

ペア10組

ペア10組

30名

ペア2組

ペア5組

5名

ペア5組

10名

ペア5組

10名

ペア5組

5名

5名

神戸ファッション美術館入館券

神戸ゆかりの美術館招待券

小磯記念美術館オリジナルチケットホルダー

「アドルフ・ヴェルフリ展」招待券

「ようこそ！横尾温泉郷」招待券

竹中大工道具館招待券

竹中大工道具館オリジナルマグネット

六甲山スノーパーク入場招待券

六甲オルゴールミュージアム入館招待券

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2016公式図録 缶バッチセット

KOBEとんぼ玉ミュージアム入館券

ＫＩＩＴＯオリジナルグッズ

「特別展 古代ギリシャ展 －時空を超えた旅－」招待券

神戸アートビレッジセンターオリジナルグッズセット

写真集「神戸ジャズストリートの30年」

神戸ジャズストリート ロゴマークバッジ

「新春吉本お笑いバラエティーショー 2017」招待券
2017年1/4(火)15:00開演(神戸国際会館こくさいホール)

神戸ファッション美術館

神戸ゆかりの美術館

神戸市立小磯記念美術館

兵庫県立美術館

横尾忠則現代美術館

(公財)竹中大工道具館

(公財)竹中大工道具館

KOBEとんぼ玉ミュージアム

神戸市立博物館

神戸アートビレッジセンター

神戸国際会館

神戸ジャズストリート

神戸ジャズストリート

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

プレゼント
番 号 プレゼント賞品名 プレゼント提供 数 量

神戸はアートやデザイン、ファッションなど
感度の高い人々の注目が集まる都市です。
そんな神戸が積み上げてきた文化の歴史
を色彩豊かな年輪に見立ててグラフィカル
にデザインし、幾何学的な線が作り出すモ
アレから洗練さと躍動を表現しました。今
年の神戸は一味違う？と少し期待を持って
もらえると嬉しいです。

●主催　神戸アートビレッジセンター／（株）神戸国際会館／神戸ジャズストリート／神戸市立小磯記念美術館
／神戸市立博物館／（一財）神戸新聞文化財団／KOBEとんぼ玉ミュージアム／神戸ファッション美術館／神戸
文化ホール／神戸元町ミュージックウィーク／神戸ゆかりの美術館／（公財）竹中大工道具館／デザイン・クリエ
イティブセンター神戸／灘区民ホール／Bead Art Show／（公財）兵庫県芸術文化協会／兵庫県立美術館／横
尾忠則現代美術館／六甲ミーツ・アート 芸術散歩2016／（公財）神戸市民文化振興財団
●協力　神戸電鉄、山陽電気鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、北神急行電鉄、神戸市交通局、神戸新交通

問い合わせ
　神戸アートウォーク事務局（（公財）神戸市民文化振興財団） ☎078-351-3597
　対象イベントや体験ツアーの詳細は 検  索神戸アートウォーク2016

※イベント日時は変更になる場合があります

2016年の表紙デザインは
渡邉 健さん

「クリエイティビティ溢れる街」
テーマ

六甲ミーツ・アート
芸術散歩2016

六甲ミーツ・アート
芸術散歩2016

六甲ミーツ・アート
芸術散歩2016

デザイン・
クリエイティブセンター神戸

(一財)神戸新聞文化財団

神戸市立灘区民ホール

神戸市立灘区民ホール

神戸文化ホール

神戸文化ホール

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(株)神戸凮月堂

(株)ウイング

(有)神陽楽器

神戸みのりの公社




