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2月発売オススメ公演

ウィーン少年合唱団
5/16
（火）

www.lukasbeck.com

特集

3/9
（木）

神戸市室内合奏団
定期演奏会
（第138回定期公演）
神戸新聞松方ホール

時流を読む者 ―正統から独創を築き上げた人々―

3/12
（日）

神戸市混声合唱団
春の定期演奏会
温かな心になる合唱と動きたくなるミュージカル

特集

神戸市室内合奏団

オーケストラ

定期演奏会

第138回定期公演

時流を読む者―正統から独創を築き上げた人々―

春。ロマン派交響曲の誕生
［指揮］石川星太郎 ［出演］神戸市室内合奏団
［ピアノ］ソフィー=真由子・フェッター

【神戸公演】神戸新聞 松方ホール
【東京公演】紀尾井ホール

3/9（木） 19：00開演（18：30開場）
3/11（土） 14：00開演（13：30開場）
ピアノ
ソフィー=真由子・フェッター

春に相応しい心はずむプログラム
神戸市室内合奏団の年間プログラム「時流を読む者ー正統から独創を築き上げた人々ー」の最後を飾
る
『春。ロマン派交響曲の誕生』。若きシューマンが初めて挑んだ未完の交響曲「ツヴィッカウ」
と交響曲
第１番「春」、
ソリストにソフィー＝真由子・フェッターさんを迎えたモーツァルトのピアノ協奏曲というプロ
グラムで、早春に相応しいステージとなることでしょう。
指揮者の石川星太郎さんに、作品の魅力やコンサートに向けての意気込みをうかがいました。

ドイツロマン派における交響曲の開花
ロマン派の作曲家において交響曲は、自身の内
面を表現することがとても大きな興味となり、作曲
家たちの内面や感性が投影されたそれぞれの宇宙
のようなものとなりました。その中でもシューマンは
真にロマン派の交響曲を書くことを目指しました。交
響曲第１番「春」は彼が30歳の頃、1841年に作曲
されましたが、
その９年前に未完成の２楽章からなる
交響曲「ツヴィッカウ」を作曲していました。あまり演
奏される機会はありませんが、長い年月を経て作曲
された第１番を予感させるような、美しさと若々しい
力強さを兼ね備えた作品です。
４つの交響曲の中でも代表的な作品「春」は、
アードルフ・ベッカーの詩からインスピレーションを得
て書かれ、
まさにシューマンの思い描いていたドイツ
ロマン派における交響曲の開花であり、春そのもの
と言えます。
２つの交響曲を対比させて同時に聞く
ことは、初期のシューマンを知る上で大事な鍵と

一般／前売券 2,700円 当日券 3,000円
学生／1,000円（前売・当日共）

料金

全席自由
税込

チケット
発売所

なるでしょう。
そして、モーツァルトのピアノ協奏曲K.453は、
２
つの交響曲の調性ともとても相性の良いト長調で
す。ソフィー＝真由子・フェッターさんとは10年近く
前に初めてお会いしましたが、繊細でありながらも
鋭く研ぎ澄まされた感性に溢れた演奏で非常に感
銘を受けました。
私にとって日本のオーケストラの定期演奏会デ
ビューとなった神戸市室内合奏団には、故ゲルハル
ト・ボッセ先生と長く活動してこられた経験、音楽が、
まるで血のように流れているのを感じます。毎年演
奏する機会をいただき、
ドイツに身を置いて学ぶこ
と、吸収したこと、感じたことなどを毎回表現してき
ました。さらに今回は、
ソフィー＝真由子・フェッター
さんと舞台上で再会できるということで、感慨深い
ものがあります。ぜひ多くの皆様にご来場いただき、
ロマン派の春を一緒に楽しみたいと思います。

（大学生以下）

※神戸音楽友の会会員は
無料で鑑賞できます。

好評発売中
神戸
文化

ぴあ

315-264

ロー
ソン

57062

CN

e

松方

指揮

石川

星太郎

1985年東京生まれ。東京藝術大学指
揮科で田中良和、ハンス=マルティン・
シュナイトに師事。同大学を首席で卒
業。巨匠故ゲルハルト・ボッセの薫陶を
得、現在はロベルト・シューマン大学
デュッセルドルフ・指揮科でリューディ
ガー・ボ ーンに師 事 。2 0 1 6 年 、ギリ
シャで行われた第１回フェリックス・メ
ンデルスゾーン国際指揮コンクール
において第2位を受賞した。

プログラム

R.シューマン（前田昭雄編）
交響曲 ト短調 WoO29「ツヴィッカウ」

※プレイガイドのお取り扱いについては、
各プレイガイドにお問い合わせください。
※学生前売券は神戸文化ホールプレイガイドのみの
取り扱いになります。購入時に学生証をご呈示
下さい。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合が
ございます。

W.A.モーツァルト
ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453
ピアノ：ソフィー=真由子・フェッター
R.シューマン
交響曲 第1番 変ロ長調 Op.38「春」

モの
ライター・ガー

ボ
ステージのツ

こんにちは、
ライターの
ガーモです。
ココでは舞台の裏話
や公演をもっと楽しむ
ためのポイントを紹介
したいと思います。
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開催ホール

大

大ホール

第3回 聴いても歌っても楽しい合唱の魅力
合唱の魅力はなんと言っても人の声に
よって生み出される美しいハーモニーにあり
ます。人の声は温かく親しみやすいだけで
なく、時には迫力のある重厚なサウンドや、
繊細な表現力で聴く人の心にメッセージを
届けてくれます。
また、合唱はその演奏形態の多彩さも大
きな魅力です。混声合唱、男声合唱、女声
合唱、児童合唱など声の性質や人数に
よって、同じ楽曲を歌っても印象がガラリと

中

中ホール

変わります。無伴奏のア・カペラからピアノ
伴奏、
オーケストラをバックに歌う壮大なス
テージまで、楽曲も宗教音楽からオペラや
合唱を伴う交響曲、合唱組曲、
日本の歌曲
やポップスなど実にバリエーション豊か。
さらに、合唱は音楽を本格的に勉強した
ことがない人や、楽器が弾けない人でも楽
しめるのが特徴です。仲間と一緒に練習し
て、声が出るようになったり、美しいハーモ
ニーで歌えた時の喜びはひとしおです。

大 大ホール・ロビー

ロビー

チケット
発売所

神戸
文化

「市民の第九」より

毎年神戸文化ホールで開催される
「市
民の第九」では、一般市民から募った合唱
メンバーが、
オーケストラやプロの歌手のみ
なさんと、大ホールの晴れやかな舞台で共
演しています。

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ

電子チケットぴあ
0570-02-9999

特集

神戸市混声合唱団

コーラス

春の定期演奏会

「静寂と躍動」

温かな心になる合唱と動きたくなるミュージカル

［指揮］矢澤定明 ［おはなし］青木耕平（神戸市混声合唱団副指揮者）［出演］神戸市混声合唱団

中 3/12（日） 14：00開演（13：30開場）

時には静かに、時には躍動感あふれる歌声で
心を動かす「静」と「動」のハーモニー
神戸市混声合唱団のこの春の定期演奏会は、心にしみる美しいハーモニーで聴く人を温かな気持ちに
する木下牧子の合唱曲と、躍動感あふれるミュージカルナンバーの２部構成で、合唱の素晴らしさを楽し
む魅力あふれるステージです。
「静寂と躍動」
というテーマのねらいやステージの見どころなどについて、
指揮者の矢澤定明さんにお話をうかがいました。

合唱の素晴らしさがストレートに伝わるステージ
木下牧子さんの合唱曲は、美しい旋律とハー
モニーで時には静かに優しく、時には力強く心に
響き、誰もがその曲を聴いて共感できるような魅
力があります。また、詩を元にした合唱曲は、時に
は子どものような素直な訴えになったり、時には
哲学的であったりするのですが、
プロの合唱団が
歌うことで、詩の内容もしっかりお伝えできると思
います。
２部はおなじみの「サウンド・オブ・ミュージック」
など、
ミュージカルのナンバーを集めました。一人
の歌、一人ひとりの思いが集まってやがて全員の
合唱になり、それが大きな力になってお客様の心
に届き、気持ちが動かされるような、躍動感あふれ
るステージを目指しています。
「静寂と躍動」という今回のテーマについて、普
通なら第１部が「静」で第２部は「動」と捉えられる

指揮

と思いますが、木下さんの合唱曲の中にも力強く
訴えかけてくる「動」があったり、
ミュージカルナン
バーの中にも「静」があることを感じ取っていただ
けるのではないでしょうか。
合唱を指揮する時も基本はオーケストラの指揮
と同じですが、歌詞を読み込んで一つひとつの言
葉のイメージをつかむようにしています。例えば”
青”
と歌う時に、暗い感じの青なのか、明るい青な
のか、細かいニュアンスまでメンバーと共有できる
ように心がけています。
定期演奏会では比較的難しい楽曲でプログラ
ムが組まれることが多いのですが、今回は敢えて
聴きやすくてなじみのある曲を選びました。初めて
神戸市混声合唱団を聴かれた方でも、必ず次のコ
ンサートに行きたくなるような、合唱の素晴らしさが
ストレートに伝わるステージになると思います。

矢澤

定明

東京藝術大学卒業後、パリ留学を経
てトランぺット奏者および指揮者と
して活動を開始。指揮を佐渡裕、高
階正光、三澤洋史らに師事。これま
でに「日本フィルハーモニー交響楽
団」「東京フィルハーモニー交響楽
団」「ロイヤルチェンバーオーケス
トラ」などを指揮、「１万人の第
九」の合唱指揮・副指揮のほか、神
戸市主催のオペラ公演「カルメン」
「蝶々夫人」を指揮して大絶賛を博
した。

プログラム

≪第一部≫

木下牧子の響き

≪第二部≫

○女声合唱曲集 「自然と愛と孤独と」
・夜明けがいつ訪れるかを知らぬばかりに
・太陽と霧が
・なんて柔らかに毛虫は歩くことか
・沼は秘密があって楽しいが
・小石はなんていいんだ
・悲しみのようにひそかに
○男声合唱曲集 「夢みたものは」
「鷗」
「毀れた窓（アンファス・フィニより）」
○混声合唱曲集 「地平線のかなたへ」
・サッカーによせて
・二十億光年の孤独
・卒業式
・ネロ（愛された小さな犬に）

料金

全席指定
税込

ロー
ソン

一般／3,000円
※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

ローソンチケット
0570-084-005

好評発売中

CN

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

チケット
発売所

躍る!?コーラスミュージカルナンバー

○「サウンド・オブ・ミュージック」より （R.ロジャース）
・サウンド オブ ミュージック ・エーデルワイス
・すべての山に登れ
・ドレミの歌
○「レ・ミゼラブル」より （C.ミッシェル・シェーンベルク）
・民衆の歌
・1日の終わりに
・フィナーレ
・夢やぶれて
○「キャンディード」より （L.バーンスタイン）
・ウェストファリアのコラール
・火あぶりにするには最高の日
・老婆のタンゴ
・よい旅を！
・全ては美なり
・我々の庭を育てよう

神戸
文化

ぴあ

315-255

ロー
ソン

56409

CN

e

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。

＋
e e （イープラス）

http://eplus.jp

国際

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

松方

松方ホールチケットオフィス
078-362-7191
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特集

リサイタル

第9回 神戸国際フルートコンクール開催記念

Flute Recital

ヘンリック・ヴィーゼ フルートリサイタル
～フランス印象主義と20世紀アメリカ音楽へのオマージュ～
■出演／ヘンリック・ヴィーゼ
（Fl） 西脇千花（Pf）

中 3/18（土） 16：00開演（15：30開場）

バイエルン放送交響楽団フルート首席奏者

ヘンリック・ヴィーゼ

ヘンリック・ヴィーゼ再来神公演！

日本におけるフルートの聖地といっても過言ではない神戸文化ホールでは、第4回神戸国際フルートコン
クールの入賞者「ヘンリック・ヴィーゼ」を、奏者としては実に20年ぶりに招聘することとなりました。
現在ドイツを代表するオーケストラ、バイエルン放送交響楽団のフルート主席奏者である同氏。世界を舞
台にソリストとしての活躍も多い一方で、東京藝術大学音楽部で特別招聘教授を務めるなど、奏者、編曲

西脇千花

者、音楽学者と多方面での活躍が知られています。これまで世界への登竜門といわれる神戸国際フルー

東京藝術大学卒業後、アメリ
カ・インディアナ大学アーティ
ストディプロマコースにて研
鑽を積む。ピティナヤングピ
アニストコンペティション文
部大臣賞など多数受賞。現在
ではコンクール審査のほか、
洗足学園音楽大学でも後進
の指導にあたっている。

トコンクール、
ミュンヘン国際コンクール等で入賞など、神戸でのプログラムに期待が高まります。
プログラムの始まりは、20世紀音楽の幕開け、印象主義最初の作品ともいわれるドビュッシーの「牧神の
午後への前奏曲」。続くラヴェル、ルーセルでは、それまでの伝統的な音楽とは異なる手法を引き継いだ
フランス印象主義の流れを追います。後半の舞台はアメリカ現代音楽。実験的な現代音楽を通して、前
半からの20世紀音楽の歩みの下、フルートの可能性を十分に引き出すプログラムとなっています。

ミニワークショップ＆マスタークラス開催

予定曲目
ドビュッシー
ラヴェル
フェルー
リーバーマン

料金

プロフィール

1971年ウィーン生まれ。フルートをイングリット・コッホ・
デュルンブラクとパウル・マイゼンの両氏に師事。またミュン
ヘンのルートヴィヒ・マクシミリアン大学にて、インドヨー
ロッパ言語学、一般言語学と音楽学を専攻し学位を取得し
た。1997年の神戸国際フルートコンクールのほか、さまざ
まなコンクールで受賞。現在はバイエルン放送交響楽団の
首席奏者をつとめる。ソリストとしても、さまざまな管弦楽団
と共演している。

牧神の午後への前奏曲（編曲：SAMAZEUILH）
ダフニスとクロエ 第2組曲より「パントマイム」
（編曲：Henrik Wiese）
三つの小品
ソナタ
ほか

一般

3,000円 学生

（高校生以下）

全席自由
税込

1,500円

申込方法

チケット
発売所
ロー
ソン

好評発売中

リサイタル

●ミニワークショップ 2017/3/18（土）14：00－15：00 受講料：無料
●マスタークラス 2017/3/19（日）10：00－17：00 定員に達したため申込受付は終了いたしました
詳しくは神戸文化ホールホームページ、Pick Up Eventの「ヘンリック・ヴィーゼ フルートリサ
イタル」より申込書をダウンロードの上、郵送・FAXもしくはEメールにてお申し込みください。
ホームページアドレス http://www.kobe-bunka.jp/hall/ のPick Up Eventの欄

神戸
文化

55303

315-253

ぴあ
CN

e

国際

※プレイガイドのお取り扱いについては、
各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更と
なる場合がございます。

その他公演

佐久間由美子フルートリサイタル

～神戸国際フルート音楽祭 スペシャルコンサート～

中 4/30（日） 14：00開演（13：30開場）
世界３大フルートコンクールの一つとして世界的にも権威のあるコンクールに位置づけ
られている神戸国際フルートコンクール。5月25日～6月4日に開催される第9回大会に

佐久間由美子

先立ち、佐久間由美子（第1回大会第2位）がフルートの魅力をお届けします。スペシ

プログラム（予定）

ャルコンサートにふさわしいプログラムで、他では聴けないN響首席奏者、神田寛明と

タファネル
「ミニヨン」の主題によるグランド・ファンタジー
アンデルセン コンチェルトシュトゥック
モーツァルト ２本のフルートのための魔笛より
ほか

のデュオもお聴き逃しなく！
［出演］佐久間由美子（ﬂ）、石橋尚子（pf）［共演］神田寛明（ﬂ）

料金

全席自由
税込

一般／当日 3,500円 前売 3,000円
学生／1,500円（当日・前売 全て）
好評発売中

チケット
発売所

神田寛明

神戸
文化

ぴあ

320-239

ロー
ソン

51696

CN

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

※お得な第9回大会「コンクールパス」とのパッケージプランがあります。詳しくはHPまたは神戸文化ホールプレイガイドまで
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開催ホール

大

大ホール

中

中ホール

大 大ホール・ロビー

ロビー

チケット
発売所

神戸
文化

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ

電子チケットぴあ
0570-02-9999

会員先行発売公演

歌舞伎俳優 坂東玉三郎トークショー

歌舞伎

中 7/15（土） 14：00開演(13：30開場)
歌舞伎の世界を超えて世界的に活躍する日本芸術界の至宝
“坂東玉三郎”のここでしか聞けない話！

坂東玉三郎

歌舞伎の定期公演ではいずれも主要な役を演じる坂東玉三郎。シネマ歌舞伎や舞踊公演、世界的チェリストのヨーヨー・マや他
ジャンルのアーティストとのコラボレーションなど、多岐にわたる活躍を見せています。本公演では、そんな玉三郎の歌舞伎や舞
台への姿勢、歌舞伎の立女形としての神髄、芸術に対する洞察、またプライベートな話や裏話まで、質疑応答を交えて楽しく分か
りやすく講演を行います。 ［出演］坂東玉三郎

料金

全席指定・税込

前売 5,400円
当日 5,800円

チケット
発売所

会員先行発売 3/13（月）開始
一般発売 3/17（金）開始

神戸
文化

ぴあ

ロー
ソン

634-738

55189

CN

e

国際

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

ウィーン少年合唱団

声楽

大 5/16（火） 19：00開演（18：15開場）
ウィーンの象徴、音楽大使として、世界中の人々の心を癒す天使たち
www.lukasbeck.com

ウィーン少年合唱団の創立は1498年。500年以上続いてきた彼らのコーラス
は、巨匠・トスカニーニから≪天使の歌声≫と評されたことでも有名です。創立

プログラム

より歌い継がれる宗教曲からウィーンのワルツ、日本の民謡までを届けてくれま

ふるさと
岡野貞一
野ばら
ウェルナー
J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲

す。2017年はモーツァルト組が来日。小さな音楽大使の歌声がきっとみなさん
の心に響きます。

料金

全席指定・税込

S 席 6,000円
A席 5,000円
B席 4,000円

チケット
発売所

会員先行発売 2/3（金）開始
一般発売 2/9（木）開始

神戸
文化

ぴあ

319-777

ロー
ソン

55329

CN

ほか

e

国際

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※5歳未満入場不可。

コンサート

落語

中 4/22（土）

①12：00開演（11：30開場） ②16：00開演（15：30開場）

平成の爆笑王・桂文珍の神戸恒例寄席！
神戸文化ホール春恒例！上方落語界を代表する一人
である桂文珍師が贈る独演会。テレビ・ラジオをはじ
め、さまざまな活動を続けながらも時代の波を鋭くキ
ャッチするセンスを持ち、知性と庶民性をほどよく融
合させたキャラクターは桂文珍師ならでは。次から

撮影:内池秀人(エクラン)

次へとつむぎだす「笑い」が、世知辛い世相を吹き飛ばす。
古典はもちろん、常に時代を切り取った新作も評価が高い
「文珍落語」をどうぞご堪能ください。
［出演］桂文珍 ほか

料金

全席指定
税込

一階席 4,500円
二階席 3,800円
好評発売中
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

ロー
ソン

ローソンチケット
0570-084-005

CN

チケット
発売所
ロー
ソン

神戸
文化

54909

ぴあ
CN

中 3/28（火） 14：00開演(13：30開場)
高校生ビッグバンドとの共演
ロビージャズコンサートシリーズの集大成！
昨年からロビーコンサートで『古き良き時代のジャズ
ボーカル』をテーマに、さまざまな楽曲を披露してき
たキャンディ浅田さん。
今回はロビージャズコンサートの集大成として、いつ
キャンディ浅田
ものピアノとベースによる伴奏のほか、映画『スウィン
グガールズ』のモデルにもなった兵庫県立高砂高校の『ビッ
グ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ』
を迎えて、フルバンド
をバックに歌う、ロビーコンサートとは一味違う浅田さんの
歌声も楽しめる内容です。
［出演］キャンディ浅田、竹下清志、中島教秀、兵庫県立
高砂高等学校ジャズバンド部 ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ

455-223

e

国際

※プレイガイドでのお取り扱いについては、
各プレイガイドにお問い合わせください。

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

発売中公演

キャンディ浅田JAZZコンサート
桂文珍独演会
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部
JAPAN TOUR ～一期一笑～ with ビ
ッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ

＋
e e （イープラス）

http://eplus.jp

料金

全席自由
税込

一般 前売 2,000円
当日 2,500円
好評発売中
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

国際

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

チケット
発売所
ロー
ソン

神戸
文化

57676

ぴあ
CN

315-381

e

国際

※プレイガイドでのお取り扱いについては、
各プレイガイドにお問い合わせください。
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発売中公演

第九回 神戸能

能

中 3/20（月・祝） 13：00開演（12：30開場）
春のひとときに、幽玄の世界を
神戸という地は、「源氏物語」や源平合戦の舞台になるなど、歴史的な視点から見ると
「能」の題材として取り上げられることもあった風光明媚な土地です。その神戸で、我が
国の伝統芸能を代表し、ユネスコに認定された無形文化遺産でもある能楽の魅力をお楽し
みください。
［演目・出演］
①能「経正 替之型」
シテ 久保信一朗 ワキ 是川正彦
②狂言「六地蔵」
シテ 善竹忠亮
③能「玄象 替之型 窕」 シテ 上田貴弘
ワキ 江崎欽次朗

一般

料金

4,700円 学生

（大学生以下）

全席自由・税込

チケット
発売所

1,800円

ロー
ソン

好評発売中

神戸
文化

55644

落語

一階席 4,300円
二階席 3,700円
好評発売中
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

チケット
発売所
ロー
ソン

神戸
文化

55963

ぴあ
CN

454-241

e

国際

※プレイガイドでのお取り扱いについては、
各プレイガイドにお問い合わせください。

ロビーイベント

2月席
4月席

いままでずっと同じだった
いつも同じ場所、同じ時間、同じヒトたち
そろそろ次の自分に出会うころかも
のるか、そるか
やるなら、いましかない

神戸ゆかりの若手落語家が腕を磨き活躍できる場として毎月
開催の大倉亭。前売券ワンコインで、普段着のまま気軽にお楽
しみいただける落語会です。
2月席は人気の鹿芝居を行い、4月席では全ての演目で春に
ゆかりのあるキーワードが登場。どこで登場するか、探しながら
きくと普段とは違った楽しみがうまれるかもしれません。
2月席
大倉亭レギュラーメンバー

伊 藤キムのほか公 募ワークショップに参 加した一 般の
方々も出演。音楽は豪華生演奏、神戸のライブハウスを中
心に活動しているパーカッショニストの松田礼央、神戸市
混声合唱団より金岡伶奈、武久竜也、中村圭介が出演。

料金

自由席
税込

一般 1,000円
学生 500円

（大学生以下）

（当日 各500円増）
好評発売中

2月席

大ホール

中

中ホール

4月席

大 大ホール・ロビー

ロビー

出演者

チケット
発売所

神戸
文化

ぴあ

455－257

※プレイガイドのお取り扱いについては、
各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる
場合がございます。

大倉亭
4月席

朝の部：あおば、愛染、福丸
鹿芝居「手水廻し」(竹丸、三ノ助、智六、八斗)
昼の部：咲之輔、そうば、智之介
鹿芝居「手水廻し」(竹丸、三ノ助、智六、八斗)
※2月席は朝の部、昼の部のみの公演となります。

桂三ノ助 林家竹丸 桂阿か枝 桂三弥
笑福亭智之介 桂そうば 桂福丸 桂咲之輔
笑福亭智六 月亭八斗 林家愛染 桂あおば

大

伊藤キム

2017/2/14（火）【朝の部】11：00開演（10：30開場）
【昼の部】14：00開演（13：30開場）
2017/4/14（金）【朝の部】11：00開演（10：30開場）
【昼の部】14：00開演（13：30開場）
【夜の部】19：00開演（18：30開場）

神戸ゆかりの次世代落語家大集合！

開催ホール

※舞台上に座席を特設します

ダンスと生演奏のコラボレーションにも注目！

神戸文化ホールロビー寄席 青春落語道場

落語

6

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドに
お問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムが変更となる場合がございます。

大 2/12（日） 15：00開演（14：30開場）

全国屈指の人気落語家 桂
ざこば、テレビラジオで
も活躍中の桂南光など、
一門に脈々と受け継が
れ、伝承されていく米朝
桂 ざこば
桂 南光
落語をお楽しみください。
［出演］桂ざこば 桂南光 桂文之助 桂米紫 桂紅雀 桂二乗
※都合により出演者が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

大

予約受付中

伊藤キム ダンス公演
『惑いの季節』

桂米朝一門の人気落語家が登場する神戸吉例公演

ロビー

※各区民センターは事前申し込みが必要です。
※本公演のチケットの提示でプレイベント入場料無料。

平成28年度公共ホール現代ダンス活性化事業

中 3/11（土） 14：00開演（13：30開場）

全席指定
税込

e

500円

ダンス

桂米朝一門会

料金

料金

全席自由・税込

455-256

ぴあ
CN

プレイベント情報～神戸能解説セミナー～
①神戸文化ホール大ホールロビー
2017/1/30（月）14：00開演（13：30開場）
②生田文化会館 （ 382-0861） 2017/2/27（月）13：30開演（13：00開場）
③北区民センター（ 593-1150） 2017/2/28（火）14：00開演（13：30開場）
④北神区民センター（ 987-3400） 2017/3/2（木）18：30開演（18：00開場）
⑤西区民センター（ 991-8321） 2017/3/6（月）14：00開演（13：30開場）

料金

全席自由
税込

出演者

朝の部：智之介、そうば、智六、八斗
昼の部：三ノ助、阿か枝、三弥、福丸
夜の部：竹丸、咲之輔、愛染、あおば
※出演順は当日に決定します。

各公演
前売 500円（当日 700円）
神戸文化ホール友の会会員 前売 400円（当日 600円）
※各回150席限定

チケット
発売所

神戸
文化

※都合により出演者・番組が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

チケット
発売所

神戸
文化

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ

電子チケットぴあ
0570-02-9999

日本が世界に誇る伝統芸能
一見難しそうだけど観れば楽しい総合芸術
室町時代から続く伝統芸能で世界無形文化遺産の能楽ですが、なんだか堅苦しくて難しいと思う人

KOBE CULTURE通信

通信

が多いと思います。けれども、舞台を観ると意外にわかりやすくて楽しめたといった声をよく耳にします。
能は舞と音楽と演劇が一体となった総合芸術で、
シテ（主人公）やワキ
（脇役）、楽器を演奏する囃子

第3回

神戸で
能楽を楽しむ

方、
シテが中入りで退場している間に物語を語ったりする狂言方によって物語が進行します。
シテが男女の霊や草木の精、神や鬼といった役柄を演じる「夢幻能」と、実在する人物を演じる「現在
能」があり、
シテは役にふさわしい能面をつけて登場します。ワキは僧侶や武士など生きている男性の役
で、原則として能面を用いることはありません。
源平合戦などから題材を取った神戸ゆかりの演目が多いだけ

ゆかりの演目も多い
神戸と能楽の意外な縁

でなく、能楽堂「神能殿」のある湊川神社の祭神・楠木正成公の
妹が、能を大成した観阿弥の母、つまり世阿弥の祖母であったと
も言われていることから、神戸と能の縁の深さが感じられます。
神戸文化ホールでは、能楽の魅力をもっと多くの方々に発信し
たいと、初めて観る人でも楽しめる演目を中心に「神戸能」を毎
年上演しています。
鑑賞する演目の登場人物やあらすじをあらかじめ下調べしてお
くと、
よく物語の展開がわかって初めてでも楽しめるはずです。敷
居が高いなんて思わずに、ぜひ一度能楽鑑賞に出かけてみませ
んか？

神戸文化ホールキネマ

中 4/10（月） ①10：30上映（10：00開場）②14：00上映（13：30開場）
徳川二十万人VS十勇士、時代を変える“大逆転”がいま、始まる！
関ヶ原の戦いから10年、徳川家康は天下統一を着々と進めていた。そんな徳川に反旗を翻す豊臣秀頼の
勢力は、天下の武将として名をはせる真田幸村と彼が率いる真田十勇士を急先鋒に立たせて合戦に臨
む。
しかし、真田は容姿が良かったばかりに百戦錬磨の武将だと勝手に思われているだ
けで、本人も平凡な武将であるのを自覚していた。そんな差異に苦悩する彼の前に、
抜け忍となった猿飛佐助が現れて実際に猛将へと仕立てあげようと協力を申し出る。
佐助は霧隠才蔵など10人の仲間を集め、大坂冬の陣・夏の陣に挑む。

料金

全席自由
税込

1,000円
神戸文化ホール
800円
友の会会員

チケット
発売所

一般

2/6（月）発売開始

［出演］中村勘九郎、松坂桃李、大島優子 ほか

神戸
文化

神戸文化ホールキネマ

真田十勇士

※当日は開場の30分前から
チケット販売開始いたします。
※未就学児童のご入場はご遠慮
ください。

友の会の制度が変わります

神戸文化ホール友の会会員様は、
神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の主催公演の
チケットを２割引きでご購入いただけます。
（現在は１割引きです）※2017年4月より運用します。

問合先

ロー
ソン

神戸文化ホール友の会

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

＋
e e （イープラス）

http://eplus.jp

神戸音楽友の会

TEL 078-361-7241

TEL 078-351-3349 または 6105
CN

神戸音楽友の会
神戸音楽友の会の新規会員募集は
2017年3月末をもって終了します。

神戸市民文化振興財団 演奏部
問合先 （公財）

神戸文化ホールプレイガイド（受付時間10：00～18：00）

ローソンチケット
0570-084-005

奏団
室内合
神戸市 混声合唱団
神戸市

お知らせ

神戸文化ホール友の会

国際

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300
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神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団だより

神戸市室内合奏団・

神戸市混声合唱団だより
神戸市室内合奏団

神戸市室内合奏団

定期演奏会

第139回定期公演

ヴィーン古典派からの視座

セレナーデの系譜―18世紀から19世紀まで―
中 6/17（土） 14：00開演（13：30開場）

「神戸市室内合奏団」が贈る弦楽とセレナーデの魅力

白井圭

2017年シーズンの幕開けを飾る今回のコンサートは「セレナーデ」の様式に着目し、編成も弦楽器のみと、
本来の神戸市室内合奏団の魅力を存分に味わっていただけるプログラミングです。
コンサートマスターは2017年シーズンで就任5年目を迎える「白井圭」。今や神戸市室内合奏団になくては
ならない存在である白井圭を中心に、団員と共に創りあげる「セレナーデ」にどうぞご期待ください。そしてこ
の演奏会に花を添えるのが、フォルクマンのセレナーデ第3番でソリストを務める同団首席チェロ奏者の「伝
田正則」。類まれな音楽性でどのような演奏をするか、特に冒頭の抒情的なメロディーは注目です。
神戸市室内合奏団が贈る渾身の「セレナーデ」を是非、お楽しみください。

料金
全席指定
税込

一般 4,000円
U25（25歳以下） 1,000円
※神戸音楽友の会 1,000円

チケット
発売所

神戸
文化

ぴあ

ロー
ソン

53663

CN

e

プログラム
F.メンデルスゾーン
弦楽のための交響曲 第6番 変ホ長調
R.フォルクマン
セレナーデ 第2番 ヘ長調 Op.63
セレナーデ 第3番 ニ短調 Op.69
ソリスト 伝田正則（チェロ）
W.A.モーツァルト
セレナータ・ノットゥルナ ニ長調 K.239
E.ヴォルフ
セレナーデ 変ホ長調

国際

（公財）神戸市民文化振興財団 演奏部 ☎078-361-7241

会員先行発売 2/8（水）開始
一般発売 2/15（水）開始

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。 ※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。

神戸市室内合奏団

神戸市室内合奏団

あなたに贈るコンサート

Viva Cinema！～愛のメロディーをあなたに～
灘区民ホール 2/4（土） 14：00開演（13：30開場）

神戸国際フルート音楽祭in神戸文化ホール

世界に羽ばたくコンクールゆかりのフルーティストと共に
中 4/18（火） 19：00開演（18：30開場）

映画やミュージカルの名曲を贈ります

神戸国際フルートコンクール入賞者と神戸市室内合奏団の共演

今回の神戸市室内合奏団によるあなたに贈
るコンサートは、どこかで耳にされたこと
があるような映画音楽やミュージカルナン
バーをお贈りします。そして今回はゲスト
として神戸市混声合唱団の端山梨奈（ソプ
端山梨奈
西尾岳史
ラノ）と西尾岳史（バリトン）を迎えより
一層、豪華なステージをお届け致します。あの名シーンのあのメロ
ディーを生演奏でお聴きいただき、想い出にひたるリラックスした時間
をお過ごしください。
［出演］神戸市室内合奏団
ソプラノ／端山梨奈（神戸市混声合唱団）
バリトン／西尾岳史（神戸市混声合唱団）

第9回神戸国際フルートコン
クール開催の今春に、神戸
の街をフルートの音色で包
む神戸国際フルート音楽祭。
竹山愛
小池郁江
関谷弘志
今回は、
「神戸市室内合奏
団」と、第6回大会入賞者で東京都交響楽団フルート奏者の「小池郁江」さ
ん、第8回大会入賞者で東京シティー・フィルハーモニー管弦楽団首席奏者
の「竹山愛」さんとの共演。クラシック音楽に馴染みのない方でも、親しみ
やすいモーツァルトのフルート協奏曲などをお贈りします。
指揮は今年の神戸国際フルートコンクール入賞者記念コンサートでタクト
をとるフルート奏者ご出身の「関谷弘志」さんです。日本のトッププレイヤー
によるフルートの共演をオーケストラの伴奏でお楽しみください。
［出演］ソリスト：竹山愛（フルート） 小池郁江（フルート）
指揮：関谷弘志
管弦楽：神戸市室内合奏団

プログラム

料金
全席自由
税込

チケット
発売所

♪
♪
♪
♪
♪

ムーン・リバー
エデンの東
黄色いリボン
タイタニック より
シャコンヌ（J.S.バッハ）

♪
♪
♪
♪

ウエストサイド・ストーリー・メドレー
アラジン より
マイ・フェア・レディー より
オペラ座の怪人 より

一般／前売券 1,300円 当日券 1,500円
※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。
神戸
文化

ぴあ

315-261

ロー
ソン

好評発売中

灘区民ホール
57020 078-802-8555

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。
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321-011

伝田正則

開催ホール

大

大ホール

中

中ホール

大 大ホール・ロビー

ロビー

プログラム

料金
全席自由
税込

チケット
発売所

W.A.モーツァルト フルート協奏曲 ニ長調 K.314 ソリスト：小池郁江
F.ドヴィエンヌ フルート協奏曲 第7番 ホ短調 ソリスト：竹山愛
D.マチローザ 2つのフルートのための協奏曲 ト長調 ソリスト：小池郁江 竹山愛 ほか

一般／前売券 3,000円 当日券 3,500円
学生／1,500円
一般発売 2/1（水）開始

（大学生以下）
神戸
文化

ぴあ

321-251

ロー
ソン

52802

CN

e

※プレイガイドのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください。
※やむを得ず、出演者・プログラムを変更する場合がございます。

チケット
発売所

神戸
文化

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ

電子チケットぴあ
0570-02-9999

2017年度公演予定
2017年度も趣向を凝らした企画・プログラムをご用意して、多くの方々のご来場をお待ち申し上げます。
来年度も神戸市室内合奏団と神戸市混声合唱団の公演をお楽しみに!!
室内

5月

海のコンサート

混声

6月

定期演奏会（第139回定期公演）

混声

あなたに贈るコンサート

混声

10 わがまちコンサート ピフレ

室内

あなたに贈るコンサート

混声

海のコンサート

混声

7月

混声

11

月

日時 11/5（日） 14:00開演
会場 神戸文化ホール・大ホール
出演 指揮 石川星太郎
料金 一般4,000円／U25（25歳以下）1,000円

室内

あなたに贈るコンサート

8月

日時 11/11（土） 14:00開演
会場 北神区民センター・ありまホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

星空コンサート～夏のセレナーデ～ 室内

日時 8/5（土） 16:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,800円／当日2,000円

わがまちコンサート ピフレ

混声

室内

あなたに贈るコンサート

室内

日時 8/26（土） 14:00開演
会場 西区民センター・なでしこホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

月

海のコンサート

日時 8/18（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

12

混声

神戸市室内合奏団

室内

定期演奏会（第141回定期公演）

海のコンサート

室内

あなたに贈るコンサート

室内

海のコンサート

混声

神戸市混声合唱団

混声

日時 2/3（土） 14:00開演
会場 灘区民ホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

日時 2/16（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

春の定期演奏会

日時 3/11（日） 14:00開演
会場 神戸文化ホール・中ホール
出演 指揮 岩村力
料金 一般4,000円
神戸市室内合奏団

ハイドンのふたつの時代から
―疾風と怒涛から古典派の確立―

日時 12/3（日） 14:00開演
会場 神戸文化ホール・中ホール
出演 指揮・チェロ独奏 鈴木秀美
料金 一般4,000円／U25（25歳以下）1,000円

わがまちコンサート ピフレ

混声

神戸が生んだ幻の天才作曲家
「大澤壽人」合唱曲作品展

海のコンサート

日時 11/17（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

日時 8/11（金・祝） 14:00開演
会場 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

室内

あなたに贈るコンサート

日時 1/26（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

室内・混声

合同定期演奏会

室内・混声

日時 1/21（日） 14:00開演
会場 東灘区民センター・うはらホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

3月

あなたに贈るコンサート

日時 7/22（土） 14:00開演
会場 東灘区民センター・うはらホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

日時 10/20（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

室内

日時 1/17（水） 18:30開演
会場 神戸文化ホール・中ホール
料金 一般2,000円／U25（25歳以下）1,000円

2月

日時 10/8（日） 14:00開演
会場 西区民センター・なでしこホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

わがまちコンサート ピフレ
～ニューイヤーコンサート～

レクイエムの夕べ

日時 10/6（金） 14:00開演
会場 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

室内

混声

日時 1/7（日） 14:00開演
会場 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

日時 9/23（土・祝） 14:00開演
会場 神戸新聞 松方ホール
出演 指揮 ヨハネス・マイスル
料金 一般4,000円／U25（25歳以下）1,000円

日時 9/24（日） 14:00開演
会場 北神区民センター・ありまホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

室内

2018年

きわ

セレナーデの系譜―18世紀から19世紀まで―

海のコンサート

室内

定期演奏会（第140回定期公演）

日時 6/17（土） 14:00開演
会場 神戸文化ホール・中ホール
出演 コンサートマスター 白井圭
ソリスト 伝田正則（チェロ）
料金 一般4,000円／U25（25歳以下）1,000円

日時 7/14（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

神戸市室内合奏団

月

神戸市室内合奏団

室内

あなたに贈るコンサート

日時 12/17（日） 14:00開演
会場 灘区民ホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

弦楽四重奏、対話の究まるところ

日時 6/9（金） 14:00開演
会場 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

海のコンサート

日時 12/15（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

1月

わがまちコンサート ピフレ

海のコンサート

日時 9/15（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

混声

室内

日時 6/16（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

12 海のコンサート

日時 9/10（日） 14:00開演
会場 神戸文化ホール・中ホール
出演 指揮 アンドリス・ヴェイスマニス・松原千振
料金 一般4,000円

室内

あなたに贈るコンサート

日時 5/20（土） 14:00開演
会場 北区民センター・すずらんホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

秋の定期演奏会

～2人の指揮者による～

日時 4/21（金） 14:00開演
会場 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

日時 5/12（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

混声

神戸市混声合唱団

月

わがまちコンサート ピフレ

9月

4月

海のコンサート

日時 4/14（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団だより

※神戸音楽友の会の入会方法については、12ページをご覧ください

混声

日時 12/8（金） 14:00開演
会場 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

定期演奏会（第142回定期公演）

室内

歌詞のないオペラ
―協奏曲と交響曲、奏でられるドラマ―
日時 3/15（木） 19:00開演
会場 神戸文化ホール・中ホール
出演 指揮 リューディガー・ボーン
ソリスト 郷古廉（ヴァイオリン）
料金 一般4,000円／U25（25歳以下）1,000円

海のコンサート

日時 3/23（金） 14:00開演
会場 舞子ビラ神戸・あじさいホール
料金 前売1,300円／当日1,500円

室内

※詳しくはほーるめいとにて随時お知らせいたします。 ※やむを得ず、出演者、プログラムを変更する場合がございます。

お問合せ先／（公財）神戸市民文化振興財団 演奏部
TEL 078-361-7241 FAX 078-361-7182
〒650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4番3号
E-mail info@kobe-ensou.jp
ロー
ソン

ローソンチケット
0570-084-005

CN

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

ホームページでも、コンサートやイベントの紹介をしています。
URL http://www.kobe-ensou.jp/
神戸市民文化振興財団 演奏部

＋
e e （イープラス）

http://eplus.jp

国際

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

松方

検索

松方ホールチケットオフィス
078-362-7191
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2017年2月
抽選日の
お知らせ

1●
水

Event schedule
平成30年2月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年8月分練習室

神戸市老眼大学

大

10:30～12:00 13:30～15:00
無料・関係者
神戸市生涯学習支援センター 251-4731
（川上）

16 ●
木

2● 大

小林幸子コンサート

中

4●
土

他
大

5●

ハンセン病問題に関するシンポジウム
～人権フォーラム2017in兵庫～

13:30～16：30
無料・自由席
厚生労働省,法務省,兵庫県,全国人権擁護委員連合会

東京ヴォードヴィルショー
「田茂神家の一族」

中

14:00～16：00
SS席￥8,640/S席￥7,560・指定席
株式会社夢グループ 0570-064-724

木

13:00～16:00
無料・自由席
兵庫幼児音楽研究会 793-1112

東京ヴォードヴィルショー
「田茂神家の一族」

17 ● 中

神戸市立灘区民ホール
14:00～16:00
￥1,300(当日￥1,500)・自由席
(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部 361-7241

13:30～15:30
神戸演劇鑑賞会

金

全国小学校管楽器合奏フェスティバル

他

9:30～16:30
￥500・自由席
（当日券あり)
西日本小学校管楽器教育研究会 姫路市立高浜小学校内
079-235-1755
（貝賀）

￥6,500・指定席・会員
222-8651

第29回なかよしフェスティバル

大

362-3264
（直）

【室内】あなたに贈るコンサート

18:30～20:30
神戸演劇鑑賞会

￥6,500・指定席・会員
222-8651

【混声】海のコンサート

舞子ビラ神戸 あじさいホール
14:00～16:00
￥1,300(当日￥1,500)・自由席
(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部 361-7241

日

中

6● 中
月

7● 大
火

大

12 ● 中
日

他

14 ●
火

大

生活発表会

13:00～16:00
無料・自由席・会員
一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会神戸東支部

843-4592
（雜古）

神戸市老眼大学

惑いの季節

問題

神戸市老眼大学

10:30～12:00 13:30～15:00
無料・関係者
神戸市生涯学習支援センター 251-4731
（川上）

下記期間中は空調機器・舞台設備等の改修工事のため、催し物はございません。
なお、神戸文化ホールプレイガイド・事務所は通常どおり営業しております。

大ホール

11:00～12:30 14:00～15:30
￥500(当日￥700)
神戸文化ホールプレイガイド 351-3349

中ホール

2月23日 ● ～3月14日 ●（20日間）
2月19日 ● ～3月10日 ●（20日間）
木

火

日

金

ご応募いただいた方の中から抽選で、3/9(木)19:00開演
（松方ホール）
神戸市室内合奏団定期演奏会
「春。ロマン
派交響曲の誕生」
のチケットをペア5組、10名様にプレゼントいたします。皆様のご応募をお待ちしております。

3/9
（木）
、3/11
（土）
に開催される「神戸市室内合奏団
第17番 ト長調

K.453」

の作曲者は誰でしょうか？
①モーツァルト ②ベートーヴェン ③シューベルト
前回の答え

はがきで以下の項目を明記の上、郵送してください。
①クイズの答え ②住所 ③氏名 ④年齢
⑤電話番号 ⑥
「ほーるめいと」
をどこで入手されたか
⑦
「ほーるめいと」
についてのご意見・ご感想

応募方法

第138回定期公演」。 演奏される曲目

※ヒントは本誌2ページ

341-8507
（伊藤・田中）

改修工事のお知らせ

743-8092

のうち、「ピアノ協奏曲

13:30～16:00
無料・会員・関係者
一般社団法人 神戸市老人クラブ連合会

水

青春落語道場 大倉亭 ２月席

定期演奏会

長寿たすけ愛講演会
（福祉研修会）

22 ● 大

090-8522-6486
（浅間）

プレゼントクイズ

14:30～16:30 18:30～20:30
S席￥6,500/A席￥6,000・指定席
公演事務局 06-6966-8000

火

【混声】
マンスリーミニコンサート

ロビー

ドラマチック・タンゴ
「バンドネオンの匠
（たくみ）
」

21 ● 大

第15回定期演奏会

しあわせの村
13：30～14：10
無料
しあわせの村 交流推進係

10:30～18:00
無料・自由席・整理券
花柳 伊奈輔・凰月会 581-6336
（髙本）

日

月

15:00～16：30
一般￥1,000/学生(大学生以下)￥500(当日各￥500増)・自由席
神戸文化ホールプレイガイド 351-3349

￥6,500・指定席・会員
222-8651

舞踊の発表会

19 ● 大
20 ● 大

10:30～12:00 13:30～15:00
無料・関係者
神戸市生涯学習支援センター 251-4731
（川上）

13:30～15:30
無料・自由席
神戸アルディウインドアンサンブル

13:30～15:30
神戸演劇鑑賞会

土

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会神戸三支部
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 兵庫本部共催研修会

伊藤キムダンス公演

東京ヴォードヴィルショー
「田茂神家の一族」

18 ● 中

13:20～15:30
無料・自由席
たから保育園 651-5211
（高橋）

宛先・〆切日 〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町4-2-2

神戸文化ホール
「ほーるめいと2月号プレゼントクイズ」
係
●〆切日：2月22日
（水） ※当日消印有効

②オペラ

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

大倉山駐車場

神戸文化ホールすぐ目の前！

☎ 078-382-0823

■営業時間／24時間
■駐車料金／30分まで150円
（以後10分ごと50円／7～22時）
夜間料金60分100円
（22時～翌7時）
１日最高で1,000円
（入庫した日の24時まで）
※長さ5m、高さ2ｍ、幅2ｍを超える車は駐車できません。

☎ 078-583-0234

神戸市道路公社
10

開催ホール

大

大ホール

中

大 大ホール・ロビー
中ホール ロビー

リハ

リハーサル室

他

他館公演

HP：http://www.kobe-toll-road.or.jp/

神戸文化ホール
主催公演

…

演奏部
主催公演

…

2017年3月
1●
水

抽選日の
お知らせ

5●

他

木
9●

他

日

Event schedule
平成30年3月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年9月分練習室

21 ● 中
火

【混声】
マンスリーミニコンサート
しあわせの村
13：30～14：10
無料
しあわせの村 交流推進係

22 ● 中
水

743-8092

【室内】定期演奏会

神戸新聞 松方ホール
前売￥2,700(当日￥3,000)/学生￥1,000(前売・当日共)・自由席
19:00～21:00
(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部 361-7241

大

23 ●

春の音楽祭

13:30～16:30
無料・整理券・会員・関係者
神戸市婦人団体協議会 351-0861

「お父さんと伊藤さん」

10:30～12:30 14:00～16:00
￥1,000・自由席
神戸ファミリー劇場 331-6100
（林）

スミセイ ライフフォーラム生きる
「箱根駅伝三連覇への道のり～成長するための10の秘訣～」
18:30～20:00
無料・招待
（ただしハガキ又はFAXで要申込み）
スミセイライフフォーラム事務局 03-5435-8358 FAX 03-5435-8517

木

中

11 ●

桂米朝一門会

中

14:00～17:00
一階席￥4,300/二階席￥3,700・指定席
神戸文化ホールプレイガイド 351-3349

韓国民族芸術団
「クンドゥル」
公演
19:00～21:00
￥3,000・自由席
姫路労音 079-288-6600

土

他

【室内】定期演奏会

東京公演

紀尾井ホール
前売￥2,700(当日￥3,000)/学生￥1,000(前売・当日共)・自由席
14:00～16:00
(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部 361-7241

中

24 ●
金

12 ● 中
日

13 ● 中
月

【混声】春の定期演奏会

他

14:00～16:00
￥3,000(全席指定)
(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部 361-7241

平成28年度昼間部卒業式

大

10:30～12:30
無料・関係者
東亜経理専門学校 371-0150
（吉田）

25 ●

兵庫県立長田高等学校音楽部

第26回定期演奏会

18:00～21:00
無料・自由席
兵庫県立長田高等学校音楽部 621-4101
（篠倉）

【室内】海のコンサート

舞子ビラ神戸 あじさいホール
14:00～16:00
￥1,300(当日￥1,500)・自由席
(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部 361-7241

阿藤久子フラメンコスタジオコンサート
18:00～20:30
￥2,700・自由席
阿藤久子フラメンコスタジオ 327-0560

土

14 ● 中
火

15 ● 大
水

16 ● 中
木

前進座85周年特別記念『怒る富士』

中

14:00～17:00 18:30～21:30
￥7,000・自由席
神戸医療生協 641-1651
（橋 克明）
ろっこう医療生協 802-3424
（古市 賢二）

神戸市老眼大学

26 ● 大

10:30～12:00 13:30～15:00
無料・関係者
神戸市生涯学習支援センター 251-4731
（川上）

平成28年度

神戸電子専門学校

11:00～15:00
無料・自由席
神戸電子専門学校 242-0014

日

卒業式

大

28 ●
火

18 ● 中
土

19 ●
日

大

ヘンリック・ヴィーゼ フルートリサイタル

中

16：00～18：00
一般￥3,000/学生(高校生以下)￥1,500・自由席
神戸文化ホールプレイガイド 351-3349

貞松・浜田バレエ学園創立62周年記念発表会
13:00～20:00
無料・自由席
一般社団法人 貞松・浜田バレエ団

大

861-2609
（長尾）

29 ●

合唱団Volare第5回演奏会

13:30～15:30
無料・自由席
合唱団Volare 090-6375-4443
（利一）

津軽三味線コンサート 高橋静女とSEIJO-BAND
13:30～16:30
前売り￥4,000/当日￥4,500・自由席
津軽三味線 高橋静女会 090-8379-5917

星陵高校吹奏楽部

第42回定期演奏会

18:00～20:00
無料・自由席
兵庫県立星陵高等学校吹奏楽部 707-6565
（財田）

キャンディ浅田JAZZコンサート
with 兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ
14:00～16:00
￥2,000(当日￥2,500)・自由席
神戸文化ホールプレイガイド 351-3349

神戸高等学校吹奏楽部 第23回定期演奏会
（創部90周年記念演奏会）
18:00～20:30
無料・自由席
兵庫県立神戸高等学校吹奏楽部 861-0434

水

大

20 ●
●

六甲フィルハーモニー管弦楽団

第43回定期演奏会

中

14:00～16:00
￥1,000・自由席
六甲フィルハーモニー管弦楽団 822-3876
（FAXのみ可）

兵庫県立長田高等学校吹奏楽部

第26回定期演奏会

18:00～20:10
無料・自由席
兵庫県立長田高等学校吹奏楽部 621-4101
（野村）

月

祝

中

第九回

神戸能

13:00～16:20
一般￥4,700/学生(大学生以下)￥1,800・自由席
神戸文化ホールプレイガイド 351-3349

赤字 …神戸市民文化振興財団
主催公演

※価格はすべて税込です

各マークに
ついて

31 ● 大
金

公演時間

中国国家京劇院

14:30～16:30 18:30～20:30
公演事務局 06-6966-8000

入場料

￥6,500・指定席

神戸文化ホールプレイガイドで
チケットの販売あり

主催者連絡先

11

座席表
大ホール座席表

中ホール座席表

大ホール
車椅子専用スペース10席（1階1列・2列・12列・13列の一部）
車椅子に転換できる席（1階1列・2列の一部）

取りはずし可能座席36席→車椅子専用スペース12席に変更可能

中ホール
車椅子専用スペース６席（１階１列の一部）
車椅子に転換できる席（1階1列の一部）

取りはずし可能座席24席→車椅子専用スペース12席に変更可能

PA指定席

神戸文化ホール友の会

友の会会員募集中 ★P.7にお知らせあり

神戸音楽友の会

神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団の
主催公演をお楽しみ頂けます

神戸文化ホールで開催される
さまざまな公演がおトクに楽しめます

※新規会員募集は2017年3月末をもって終了します

2,160円

年会費

年会費

（税込・入会時から１年間）

チケットの優先予約 一般発売日以前に予約可能
チケットの1割引購入（1公演につき4枚まで）
会員特典 情報誌の送付 神戸文化ホールでの公演情報を掲載した
情報誌を隔月お届けします

（公財）
神戸市民文化振興財団 演奏部

神戸文化ホールプレイガイド（受付時間10：00～18：00）

TEL 078-351-3349 または 6105

至 西神中央

中央体育館
男女共同参画
センター

神戸高速鉄道
至 須磨

至

JR

神
鉄西

地下

市営

線
山手

神戸地裁

至 阪急三宮

高速神戸駅

至 三ノ宮
至 阪神三宮
市営地下鉄海岸線

至 三宮

阪神高速3号神戸線

ハーバー
ランド駅

T E L 078-361-7241
FAX 078-361-7182

E-mail info@kobe-ensou.jp
ホームページ http://www.kobe-ensou.jp/

交通のご案内

事務所受付／
［火曜日～土曜日］
9：00～17：00 プレイガイド受付／10：00～18：00（年末・年始を除き年中無休）

電車をご利用の方へ

大倉山駐車場

湊川神社

神戸駅
線
神戸

宮
至三

大倉山公園
中央図書館

大倉山駅

明石

問合先

ホームページ（一部販売していない公演もございます）
http://www.kobe-bunka.jp/hall/
神戸大学付属病院

10,000円

（税込・入会時から１年間）

指定の主催公演の無料鑑賞
指定の主催公演チケットの２割引購入（1公演につき２枚まで）
会員特典
情報誌の送付 神戸文化ホールでの公演情報を掲載した
情報誌を隔月お届けします

その他、会員特典がございます。詳しくは神戸文化ホールHPをご覧ください。

問合先

奏団
室内合
神戸市 混声合唱団
神戸市

至 阪神高速 京橋IC

編集・発行 （公財）
神戸市民文化振興財団

●市営地下鉄 西神山手線 大倉山駅より徒歩1分
●JR神戸線 神戸駅より北へ徒歩10分
●神戸高速鉄道 高速神戸駅より北へ徒歩8分
●市営地下鉄 海岸線 ハーバーランド駅より北へ徒歩12分

車でお越しの方は、大倉山駐車場のご利用が可能です
■大倉山駐車場のご案内（収容279台）
連絡先：神戸市道路公社 TEL 078-302-4671

神戸文化ホール

大倉山駐車場

TEL 078-382-0823

〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町4-2-2 http://www.kobe-bunka.jp/hall/
TEL 078-351-3535（代表） FAX 078-351-3121

