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ほーるめいと

神戸音楽友の会の新規会員募集は
2017年3月末をもって終了いたしました 神戸文化ホール 平成29年度年間プログラムP.4
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交通のご案内

（公財）神戸市民文化振興財団　神戸文化ホール 〒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

事務所受付／［火曜日～土曜日］9：00～17：00　※2017年4月1日より受付日が変更になります[月曜日～金曜日]　
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
●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

ハーバー
ランド駅
ハーバー
ランド駅

市営地下鉄海岸線
阪神高速3号神戸線

神戸高速鉄道

大倉山駐車場

大倉山駅

神戸地裁

中央図書館
大倉山公園

神戸大学付属病院

中央体育館

男女共同参画
センター

湊川神社

高速神戸駅

神戸駅

至 阪急三宮

至 三宮

至 三宮

至 阪神三宮

至 阪神高速 京橋IC

至 三ノ宮

至 須磨

至 西神中央

市営地下鉄西神山手線

JR神戸線

至 明石

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　大倉山駐車場　TEL 078-382-0823

チケットの優先予約
チケットの割引購入
（１公演につき４枚まで）

情報誌の送付
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。

一般発売日以前に予約ができます
神戸文化ホール自主公演は１割引
神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団が出演する指定公演は２割引　※2017年4月1日より
神戸文化ホールの公演情報誌「ほーるめいと」を隔月でお届けします

神戸音楽友の会に関するお問い合わせはこちらまで
→　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部 TEL 078-361-7241

神戸文化ホールプレイガイド（受付時間10：00～18：00）
ホームページ（一部販売していない公演もございます）

TEL 078-351-3349 または 6105
http://www.kobe-bunka.jp/hall/

年会費

会員特典

問合先

お知らせ

2,160円（税込・入会時から１年間）

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

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

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

大ホール座席表 中ホール座席表

座席表

大ホール

中ホール

神戸文化ホール友の会会員募集中神戸文化ホール友の会会員募集中

神戸市室内合奏団

9/20
（水）

9/24
（日）

定期演奏会（第139回定期公演）

★ 財団が管理運営する施設に、神戸アートビレッジセンターが加わります（2017年4月1日より） ★

松竹大歌舞伎　

第43回
東西落語名人選

© seiko miyawaki
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1985年より4年毎に開催され、ミュンヘン、ジュネーブと並び世界3大フルートコンクールの1つとして
称される「神戸国際フルートコンクール」。
このコンクール期間中には、世界各地から集まった若手フルート奏者たちが日頃の研鑽の成果を競うだ
けではなく、審査員を務める世界的に著名なフルート奏者や教授陣たちによるスペシャルコンサートな
ど、他にはない、神戸だからこそ実現するフルートの祭典が繰り広げられます。
今大会では、厳しい予備審査を通過した約50名
がコンクールに挑みます。課題曲は、バロックか
ら現代作品、独奏曲から協奏曲と様々。たとえ同
じ曲目であっても、表現力やテクニックなど、出場
者一人ひとりの個性が光り、まったく同じ演奏は
ありません。次世代をリードする才能溢れる奏者
たちの熱演を応援すると同時に、今後の活躍を見
守りたくなるような、あなたのお気に入り奏者に
出会えるかも。

第4回　コンクールから世界に羽ばたく

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。

ライター・ガーモ
の

ステージのツボ

　若き音楽家の登竜門として世界中で開催され
ている音楽コンクール。ピアノ、バイオリン、声楽、
管楽器、指揮のほか、作曲やアンサンブルまで、実
に多彩。国内だけでも200以上の音楽コンクール
が開かれています。
　中でも、1957年に創設された国際音楽コンクー
ル世界連盟には、「エリザベト王妃国際音楽コンク
ール」や「ショパン国際ピアノコンクール」といった
名門コンクールを含む129（2011年現在）のコンク
ールが加盟しています。公募方法や審査規定、運

営組織としての条件や、上位のコンクールへの出
場権などが規定されている権威ある国際コンクー
ルは、優秀な若い音楽家が世界に羽ばたく登竜門
となっています。
　国際コンクールは当初、ヨーロッパやロシアが中
心でしたが、1990年代になると日本や韓国などア
ジア各国でも開催されるようになりました。1987年
に日本から初めて国際音楽コンクール世界連盟に
加盟した「神戸国際フルートコンクール」は、フルー
トに特化した世界でも稀な国際コンクールです。

中 4/30（日）　14：00開演（13：30開場）

中 6/2（金）　
19：00開演（18：30開場）

●第1次審査

●第2次審査

●第3次審査

●本選

●表彰式・披露演奏会・記念特別演奏会

※6/4（日）のみ会場は神戸ポートピアホール

5/25（木）～27（土）

5/29（月）・30（火）

6/1（木）

6/3（土）

6/4（日）

10：30開演

10：30開演

10：00開演

13：00開演

13：30開演

プログラム

タファネル

アンデルセン

モーツァルト

「ミニヨン」の主題によるグランド・ファンタジー

コンチェルトシュトゥック

２本のフルートのための魔笛より
　　　　　　　　　　ほか

記念すべき第１回の「神戸国際フルートコンクール」で第２位に入賞した佐久間由美子さんは、日本を
代表するフルート奏者として活躍するかたわら、今大会は運営委員の一人としてコンクールに携わって
おられます。さらに、コンクールゆかりのフルーティストとして、演奏会で祭典に華を添えることになった
佐久間さんに、リサイタルに向けての思いを語っていただきました。

世界的に著名なフルート奏者および教授陣で
構成される審査員団は神戸国際フルートコン
クールの特徴。第9回大会の審査員団も豪華
な顔ぶれ。そんなフルート界のスターが一堂
に会する審査員コンサートは、まさにフルート
の祭典です。デュオやアンサンブルなど、豪華
なスターたちによる夢のコラボレーションが実
現できるのは神戸だからこそ。この一度きりの
貴重なステージ、どうぞお聴き逃しなく。

フルートの魅力を伝える珠玉のプログラム

初共演、神田寛明さんとのデュエットにも注目！
　今回のリサイタルは、コンクールを盛り上げるイ
ベントの一つとして企画されたものです。私自身、第
1回のコンクールで2位をいただき、2005年には審
査員として、また今回は運営委員の一人として関わ
り、さらに演奏することにもなり、感慨深いものがあ
ります。
　プログラム前半は、作曲家であり、指揮者、そして
自らもフルート奏者として活躍した3人、ゴーベール、
タファネル、アンデルセンの作品を選びました。物語
性、感情のうつろい、それらを引き出す和声の色彩
がとても美しく、「フルートの魅力」だけではなく、「作
品の魅力」を共感していただけるように演奏したいと
思います。
　後半は、コンクール運営委員長を務める、NHK交
響楽団首席奏者の神田寛明さんとの共演をお届け

します。以前から交流はありましたが、一緒に演奏す
るのは今回が初めてです。
　クーラウの「グランド・デュオ」は、たった2本のフル
ートで、あたかも弦楽四重奏のような響きが生まれる
作品で、精神的にも体力的にも大変な曲です。その
緊張感がいい形で皆様に伝わると幸いです。
　おなじみモーツァルト「魔笛」の2重奏や、華やか
さと繊細さが一杯の「軍隊風アレグロ」…曲もフル
ートも好きになっていただけますように!
　会場におられるお客様の存在が演奏者のエネル
ギーとなり、その日、その時、その場でしか味わえな
い「生の音楽」を、是非体験していただきたいと思っ
ています。
　思い出深い神戸の地で、お客様の心の琴線に触れ
る演奏ができれば、こんなに嬉しいことはありません。

東京藝術大学附属音楽高校よりパリ国立高
等音楽院に入学。'83年ランパル国際コンク
ール第１位、'84年ボルドー国際フェスティバ
ル金メダル授賞、'85年神戸国際フルートコ
ンクール第２位。以後、ソリストとして日本の
主要オーケストラと共演するほか、オイロス・
アンサンブルのメンバーとして演奏会に出
演、日本を代表するフルーティストとして注
目を集めている。

プレゼントクイズプレゼントクイズ

1985年より4年毎に開催される「神戸国際フルート
コンクール」。5/25（木）から6/4（日）まで開催され
る今年のコンクールは、第何回を迎えるでしょうか？

①第8回　②第9回　③第10回

※ヒントは本誌2ページ

ご応募いただいた方の中から抽選で、4/30(日)14：00開演「佐久間由美子フルートリサイタル」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。

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

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4月号プレゼントクイズ」係
●〆切日：4月20日（木）　※当日消印有効

前回の答え ①モーツァルト ※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

問題

The 9th Kobe International Flute CompetitionThe 9th Kobe International Flute Competition

コンサート

リサイタル

※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。

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～

～神戸国際フルート音楽祭 スペシャルコンサート～
ALL-STAR FLUTE GALA～審査員コンサート～

チケット
発売所 320-239ぴあ

CN51696ロー
ソン

神戸
文化

フルート　

佐久間　由美子

※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。

料金
全席自由

税込

チケット
発売所 320-242ぴあ

CN51950ロー
ソン

神戸
文化

料金
全席自由

税込

2017.5.25(THU)-6.4(SUN)2017.5.25(THU)-6.4(SUN)

フルート
神田　寛明

ピアノ
石橋　尚子

４年に一度、神戸で開催される国際コンクール。世界各地から　集まった若きフルート奏者たちが熱い演奏を繰り広げます。

シングルチケット

320-251ぴあ

CN51565ロー
ソン

神戸
文化

一般／各日1,000円～3,500円

学生／各日　500円～1,500円

シングルチケット
第1～3次審査全日・本選・
表彰式/披露演奏会/記念特別演奏会

※佐久間由美子フルートリサイタル/ALL-STAR FLUTE GALAの
　各公演のシングルチケットは、Pコード・Lコードが違います。
　ご注意ください。

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

料金
全席自由

税込

シングルチケット

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

第8回神戸国際フルートコンクールより

日時

審
査
員
／
出
演

第1次審査から表彰式・披露演奏会・記念特別演奏
会まで聴ける「コンクールパス」、コンクー
ル全部とスペシャルコンサート（佐久間由美子フ
ルートリサイタル、ALL-STAR FLUTE GALA～
審査員コンサート～）がセットになった「パッケ
ージプラン」もご用意して
います。
詳しくはコンクール公式ウェブ
サイトまたは、各プレイガイドに
お問い合わせください。

コンクールを
満喫したい方へお得な情報！

好評発売中

中
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1985年より4年毎に開催され、ミュンヘン、ジュネーブと並び世界3大フルートコンクールの1つとして
称される「神戸国際フルートコンクール」。
このコンクール期間中には、世界各地から集まった若手フルート奏者たちが日頃の研鑽の成果を競うだ
けではなく、審査員を務める世界的に著名なフルート奏者や教授陣たちによるスペシャルコンサートな
ど、他にはない、神戸だからこそ実現するフルートの祭典が繰り広げられます。
今大会では、厳しい予備審査を通過した約50名
がコンクールに挑みます。課題曲は、バロックか
ら現代作品、独奏曲から協奏曲と様々。たとえ同
じ曲目であっても、表現力やテクニックなど、出場
者一人ひとりの個性が光り、まったく同じ演奏は
ありません。次世代をリードする才能溢れる奏者
たちの熱演を応援すると同時に、今後の活躍を見
守りたくなるような、あなたのお気に入り奏者に
出会えるかも。

第4回　コンクールから世界に羽ばたく

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。

ライター・ガーモ
の

ステージのツボ

　若き音楽家の登竜門として世界中で開催され
ている音楽コンクール。ピアノ、バイオリン、声楽、
管楽器、指揮のほか、作曲やアンサンブルまで、実
に多彩。国内だけでも200以上の音楽コンクール
が開かれています。
　中でも、1957年に創設された国際音楽コンクー
ル世界連盟には、「エリザベト王妃国際音楽コンク
ール」や「ショパン国際ピアノコンクール」といった
名門コンクールを含む129（2011年現在）のコンク
ールが加盟しています。公募方法や審査規定、運

営組織としての条件や、上位のコンクールへの出
場権などが規定されている権威ある国際コンクー
ルは、優秀な若い音楽家が世界に羽ばたく登竜門
となっています。
　国際コンクールは当初、ヨーロッパやロシアが中
心でしたが、1990年代になると日本や韓国などア
ジア各国でも開催されるようになりました。1987年
に日本から初めて国際音楽コンクール世界連盟に
加盟した「神戸国際フルートコンクール」は、フルー
トに特化した世界でも稀な国際コンクールです。

中 4/30（日）　14：00開演（13：30開場）

中 6/2（金）　
19：00開演（18：30開場）

●第1次審査

●第2次審査

●第3次審査

●本選

●表彰式・披露演奏会・記念特別演奏会

※6/4（日）のみ会場は神戸ポートピアホール

5/25（木）～27（土）

5/29（月）・30（火）

6/1（木）

6/3（土）

6/4（日）

10：30開演

10：30開演

10：00開演

13：00開演

13：30開演

プログラム

タファネル

アンデルセン

モーツァルト

「ミニヨン」の主題によるグランド・ファンタジー

コンチェルトシュトゥック

２本のフルートのための魔笛より
　　　　　　　　　　ほか

記念すべき第１回の「神戸国際フルートコンクール」で第２位に入賞した佐久間由美子さんは、日本を
代表するフルート奏者として活躍するかたわら、今大会は運営委員の一人としてコンクールに携わって
おられます。さらに、コンクールゆかりのフルーティストとして、演奏会で祭典に華を添えることになった
佐久間さんに、リサイタルに向けての思いを語っていただきました。

世界的に著名なフルート奏者および教授陣で
構成される審査員団は神戸国際フルートコン
クールの特徴。第9回大会の審査員団も豪華
な顔ぶれ。そんなフルート界のスターが一堂
に会する審査員コンサートは、まさにフルート
の祭典です。デュオやアンサンブルなど、豪華
なスターたちによる夢のコラボレーションが実
現できるのは神戸だからこそ。この一度きりの
貴重なステージ、どうぞお聴き逃しなく。

フルートの魅力を伝える珠玉のプログラム

初共演、神田寛明さんとのデュエットにも注目！
　今回のリサイタルは、コンクールを盛り上げるイ
ベントの一つとして企画されたものです。私自身、第
1回のコンクールで2位をいただき、2005年には審
査員として、また今回は運営委員の一人として関わ
り、さらに演奏することにもなり、感慨深いものがあ
ります。
　プログラム前半は、作曲家であり、指揮者、そして
自らもフルート奏者として活躍した3人、ゴーベール、
タファネル、アンデルセンの作品を選びました。物語
性、感情のうつろい、それらを引き出す和声の色彩
がとても美しく、「フルートの魅力」だけではなく、「作
品の魅力」を共感していただけるように演奏したいと
思います。
　後半は、コンクール運営委員長を務める、NHK交
響楽団首席奏者の神田寛明さんとの共演をお届け

します。以前から交流はありましたが、一緒に演奏す
るのは今回が初めてです。
　クーラウの「グランド・デュオ」は、たった2本のフル
ートで、あたかも弦楽四重奏のような響きが生まれる
作品で、精神的にも体力的にも大変な曲です。その
緊張感がいい形で皆様に伝わると幸いです。
　おなじみモーツァルト「魔笛」の2重奏や、華やか
さと繊細さが一杯の「軍隊風アレグロ」…曲もフル
ートも好きになっていただけますように!
　会場におられるお客様の存在が演奏者のエネル
ギーとなり、その日、その時、その場でしか味わえな
い「生の音楽」を、是非体験していただきたいと思っ
ています。
　思い出深い神戸の地で、お客様の心の琴線に触れ
る演奏ができれば、こんなに嬉しいことはありません。

東京藝術大学附属音楽高校よりパリ国立高
等音楽院に入学。'83年ランパル国際コンク
ール第１位、'84年ボルドー国際フェスティバ
ル金メダル授賞、'85年神戸国際フルートコ
ンクール第２位。以後、ソリストとして日本の
主要オーケストラと共演するほか、オイロス・
アンサンブルのメンバーとして演奏会に出
演、日本を代表するフルーティストとして注
目を集めている。

プレゼントクイズプレゼントクイズ

1985年より4年毎に開催される「神戸国際フルート
コンクール」。5/25（木）から6/4（日）まで開催され
る今年のコンクールは、第何回を迎えるでしょうか？

①第8回　②第9回　③第10回

※ヒントは本誌2ページ

ご応募いただいた方の中から抽選で、4/30(日)14：00開演「佐久間由美子フルートリサイタル」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。

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

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4月号プレゼントクイズ」係
●〆切日：4月20日（木）　※当日消印有効

前回の答え ①モーツァルト ※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

問題

The 9th Kobe International Flute CompetitionThe 9th Kobe International Flute Competition

コンサート

リサイタル

※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。

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～

～神戸国際フルート音楽祭 スペシャルコンサート～
ALL-STAR FLUTE GALA～審査員コンサート～

チケット
発売所 320-239ぴあ

CN51696ロー
ソン

神戸
文化

フルート　

佐久間　由美子

※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。

料金
全席自由

税込

チケット
発売所 320-242ぴあ

CN51950ロー
ソン

神戸
文化

料金
全席自由

税込

The 9th Kobe International Flute CompetitionThe 9th Kobe International Flute CompetitionThe 9th Kobe International Flute CompetitionThe 9th Kobe International Flute CompetitionThe 9th Kobe International Flute Competition
2017.5.25(THU)-6.4(SUN)2017.5.25(THU)-6.4(SUN)

フルート
神田　寛明

ピアノ
石橋　尚子

４年に一度、神戸で開催される国際コンクール。世界各地から　集まった若きフルート奏者たちが熱い演奏を繰り広げます。

シングルチケット

320-251ぴあ

CN51565ロー
ソン

神戸
文化

一般／各日1,000円～3,500円

学生／各日　500円～1,500円

シングルチケット
第1～3次審査全日・本選・
表彰式/披露演奏会/記念特別演奏会

※佐久間由美子フルートリサイタル/ALL-STAR FLUTE GALAの
　各公演のシングルチケットは、Pコード・Lコードが違います。
　ご注意ください。

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

料金
全席自由

税込

シングルチケット

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

第8回神戸国際フルートコンクールより

日時

審
査
員
／
出
演

第1次審査から表彰式・披露演奏会・記念特別演奏
会まで聴ける「コンクールパス」、コンクー
ル全部とスペシャルコンサート（佐久間由美子フ
ルートリサイタル、ALL-STAR FLUTE GALA～
審査員コンサート～）がセットになった「パッケ
ージプラン」もご用意して
います。
詳しくはコンクール公式ウェブ
サイトまたは、各プレイガイドに
お問い合わせください。

コンクールを
満喫したい方へお得な情報！

好評発売中

2017.5.25(THU(THU( )-6.4(SUN(SUN( )2017201720172017.5.252017.5.252017.5.25.5.25.5.25(((((THU(THUTHUTHU(THU(THU(THU((((THU((( )THU)THU)))THU)THU)THU)THUTHUTHUTHU)THUTHUTHUTHU)THUTHUTHU)THU)THU)THUTHUTHU)THU -6.4-6.4-6.4-6.4(((((SUN(((SUN(SUNSUNSUN(SUN(SUN(SUN((((SUN((((SUN(((SUN(SUN(SUN(((SUN( )SUN)SUN)))SUN)SUN)SUN)SUNSUNSUNSUN)SUNSUNSUNSUN)SUNSUNSUN)SUN)SUN)SUNSUNSUN)SUN

中
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酒井秀明（審査委員長） アンドラーシュ・アドリヤン フィリップ・ベルノルド

エミリー・バイノンエミリー・バイノン ヴァリー・ハーゼ ティモシー・ハッチンス

ミヒャエル・マルティン・コフラー 工藤重典 ユン・ヘリ

酒井秀明（審査委員長）

ヴァリー・ハーゼ ティモシー・ハッチンス

ミヒャエル・マルティン・コフラー ユン・ヘリ

©seiko miyawaki
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神戸文化ホール　平成29年度年間プログラム
Event
Schedule ※各公演の日時、内容、チケット代は予告なく変更・また中止する可能性がございます。予めご了承ください。

★…神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団 出演公演
料金は全て税込みです。

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ ★ 

小山裕幾

www.lukasbeck.com

坂東玉三郎

撮影:内池秀人(エクラン)

電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー

第一部…立ち廻りの講座
第二部…演目「茶壷」
［「茶壷」内容］田舎者の麻估六が
酒に酔い茶壷を背負ったまま眠って
いるところへ、掏摸（スリ）の熊鷹太郎が、麻估六の背負っている
茶壷を盗もうと企てます。目を覚ました麻估六も
熊鷹太郎も、それぞれが茶壷を自分の物だと言
い張るため、目代が二人の話を聞き、裁くことに
なり…。

「歌舞伎」をお手軽に初体験

6/22（木）　14：00開演（13：15開場）

※学校鑑賞と相席になります。予めご了承ください。
※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。

一般 2,000円料金
全席指定

税込

一階席 5,500円

二階席 5,000円

料金
全席指定

税込会員先行発売 4/24（月）開始　一般発売 4/27（木）開始
会員先行発売 5/12（金）開始

一般発売 5/19（金）開始

チケット
発売所

神戸
文化

歌舞伎フォーラム歌舞伎

KOBE JAZZ DAY 2017大

ウィーン少年合唱団

9/24（日）　【昼の部】12：00開演（11：30開場）

　　　　  【夜の部】16：30開演（16：00開場）

中

※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。

チケット
発売所 457-286ぴあ

CN 国際e57802ロー
ソン

神戸
文化

ホール開館2年目から開催され、今年で43回目を迎える神戸文化
ホールの伝統落語会。東西を代表する名人達が出演。この機会を
お聴き逃しなく。

［出演］【東】柳家小三治、柳家さん喬、柳家三三 【西】桂福団治、月亭八方、笑福亭仁智　ほか

名人がズラリ！神戸文化ホール伝統落語会

落語 第43回東西落語名人選

9/20（水）　【昼の部】13：00開演（12：15開場）　【夜の部】18：00開演（17：15開場）大
大

※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。　※本公演は飲食可能となっております。但し、ごみはお持ち帰りください。

特等席 7,500円

一等席 6,000円

二等席 4,500円

料金
全席指定・税込

会員先行発売
4/28（金）開始

一般発売
5/8（月）開始

八代目中村芝翫、四代目中村橋之助、三代目中村福之助の襲名披露公演。
古典歌舞伎の名作で、忠義のために我が子を犠牲にした男の悲しみを描い
た『熊谷陣屋』を上演いたします。
また、中国の伝説の霊獣を表現した華やかな舞踊『猩々』と、
『襲名披露 口上』もお楽しみ頂きます。
［演目］猩々、襲名披露 口上、熊谷陣屋
［出演］中村橋之助　改め八代目中村芝翫、中村梅玉　ほか

芝翫、橋之助、福之助 
親子3名での華やかな襲名披露！

チケット
発売所 457-160ぴあ CN 国際e57533ロー

ソン
神戸
文化

松竹大歌舞伎 中村橋之助改め八代目中村芝翫襲名披露
中村国生改め四代目中村橋之助襲名披露
中村宗生改め三代目中村福之助襲名披露

歌舞伎

12:30開演 大人2,500円（当日3,000円）／学生1,000円（当日1,500円）

①12：00開演（11：30開場）②16：00開演（15：30開場）

4/22（土）

発売中

歌舞伎フォーラム大 6/22（木）14：00開演 一般2,000円

大 5/16（火）

19：00開演（18：15開場）

5/25（木）～27（土） 一般1,000円／学生500円

発売中

中 神戸文化ホールキネマ「真田十勇士」

中 桂文珍独演会 JAPAN TOUR～一期一笑～

10:30／14：00上映

4/2（日）

4/10（月）
一般1,000円／神戸文化ホール友の会会員800円

発売中

中 佐久間由美子フルートリサイタル
14:00開演4/30（日） 一般3,000円（当日3,500円）／学生1,500円

発売中

発売中

中 第９回神戸国際フルートコンクール　第１次審査 発売中

5/29（月）・30（火） 一般1,000円／学生500円

中 第９回神戸国際フルートコンクール　第２次審査 発売中

6/1（木） 一般1,500円／学生1,000円

中 第９回神戸国際フルートコンクール　第３次審査 発売中

6/2（金） 一般3,000円（当日3,500円）／学生1,500円

中 オールスター・フルート・ガラ～審査員コンサート～ 発売中

6/6（火）
前売3,000円／当日3,500円／学生1,500円

中 神戸国際フルート音楽祭「世界の音色が集うまち」
幣隆太朗リサイタル～セバスチャン・ジャコーを迎えて

6/8（木）
一般1,000円／神戸文化ホール友の会会員800円

中 神戸文化ホールキネマ「湯を沸かすほどの熱い愛」

6/11（日）

10:30開演

10:30開演

10:00開演

19:00開演

19:00開演

10:30／14：00上映

12:00開演 1,000円
中 第42回神戸三曲協会演奏会

7/1（土） 13:00開演 2,000円
中 第33回日本アマチュアシャンソンコンクール 神戸大会

7/22（土） 前売3,500円／当日4,000円
中 第33回日本アマチュアシャンソンコンクール 全国大会

10/22（日）詳細未定

詳細未定

中 ベスト・タンゴ

10/28（土）
中 貞松・浜田バレエ団

特別公演「創作リサイタル29」

8/19（土）
中 ダンス×文学シリーズVol.1〔森優貴〕　

TWO～シェイクスピアの2つの悲劇

6/17（土）

14:00開演 一般4,000円／U25（25歳以下）1,000円

中 神戸市室内合奏団 定期演奏会（第139回定期公演）
セレナーデの系譜
―18世紀から19世紀まで―

発売中

4/24
（月）

会員先行発売

4/27
（木）

一般発売

松竹大歌舞伎大 9/20（水）
特等席7,500円／一等席6,000円／二等席4,500円（全席指定）

4/28
（金）

会員先行発売

5/8
（金）

一般発売

神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団
合同定期演奏会

大 11/5（日）
4,000円／U25（25歳以下）1,000円

和太鼓松村組コンサート大 11/11（土）詳細未定

5/12
（金）

会員先行発売

5/19
（金）

一般発売

8/26（土）・27（日） 1日券1,200円／2日通し券1,800円
中 2017オカリナフェスティバル in 神戸 一般発売

6月中旬

9/10（日）

16:30開演

①13：00開演②18：00開演

11:00開演

14:00開演 4,000円

中 神戸市混声合唱団　秋の定期演奏会
～２人の指揮者による～
アンドリス・ヴェイスマニス・松原千振

9/24（日）

14:00開演

①12：00開演②16：30開演
１階席5,500円／２階席5,000円

中 第43回東西落語名人選
平成の爆笑王・桂文珍の神戸恒例寄席！

一階席4,500円／二階席3,800円（全席指定）

7/15（土）

14：00開演（13：30開場）

発売中
中 歌舞伎俳優 坂東玉三郎トークショー

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！

前売5,400円／当日5,800円（全席指定）

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

※5歳未満入場不可。

455-223ぴあ神戸
文化

CN 国際e

54909ロー
ソン

319-777ぴあ

CN 国際e

55329ロー
ソン

神戸
文化

634-738ぴあ

CN 国際e

55189ロー
ソン

神戸
文化

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

プログラム：岡野貞一 ふるさと／ウェルナー 野ばら／
　　　　　　J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲　ほか
S席6,000円／A席5,000円／B席4,000円
（全席指定）

一般発売

6月中旬6月上旬
会員先行発売

一般発売

7月中旬7月上旬
会員先行発売

一般発売

7月中旬7月中旬
会員先行発売

神戸フィルハーモニック　第75回定期演奏会大 11/25（土）一般3,000円／大学生以下1,000円

しまじろうコンサート大 12/1（金）～3（日） 詳細未定

詳細未定

詳細未定 詳細未定

詳細未定

1/5（金） 詳細未定

詳細未定

中 青春落語道場『大倉亭』【新春寄席】

3/11（日）

4,000円

中 神戸市混声合唱団　春の定期演奏会
神戸が生んだ幻の天才作曲家
 「大澤壽人」合唱曲作品展

3/15（木）

14:00開演

19:00開演 4,000円／U25（25歳以下）1,000円

中 神戸市室内合奏団　定期演奏会（第142回定期公演）
歌詞のないオペラ
―協奏曲と交響曲、奏でられるドラマ―

12/3（日）

14:00開演 4,000円／U25（25歳以下）1,000円

中 神戸市室内合奏団　定期演奏会（第141回定期公演）
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へ―

ズーラシアン
フィルハーモニー
管弦楽団

大 12/9（土）

ＮHK交響楽団演奏会
神戸公演

大 1/20（土）
16:00開演

神戸フィルハーモニック
ニューイヤーコンサート2018

大 1/13（土）

貞松・浜田バレエ団
特別公演「くるみ割り人形」

大 12/16（土）・17（日）

1/17（水）18:30開演 2,000円／U25(25歳以下)1,000円

中 レクイエムの夕べ

2/9（金） 詳細未定

中 小山裕幾フルートコンサート

3/2（金）・3（土） 詳細未定

中 神戸文化ホールキネマ映画祭

2/24（土）詳細未定

中 THE CLASSIC PLUS

3/17（土）
中 桂米朝一門会

3/21（水・祝）

詳細未定

詳細未定

中 神戸能12/10（日）
中 ピアノ四重奏団アンサンブル・ラロ　

with神戸市室内合奏団　特別公演

2018年

チケットWeb松竹　PC：http://www.ticket-web-shochiku.com/pc/

柳家小三治 柳家さん喬 柳家三三 桂福団治月亭八方笑福亭仁智
口上写真（左から：福之助、橋之助、芝翫）　撮影：荒木大甫

一般発売

6月中旬6月上旬
会員先行発売

一般発売

5月中旬5月中旬
会員先行発売

一般発売

6月上旬6月上旬
会員先行発売

一般発売

8月上旬8月上旬
会員先行発売

P.7掲　載
ページ

P.3掲　載
ページ

P.2掲　載
ページ

P.2掲　載
ページ

P.2掲　載
ページ

P.9掲　載
ページ

4/18（火）
前売3,000円／当日3,500円

中 神戸国際フルート音楽祭「世界の音色が集うまち」
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 発売中

19:00開演

6/3（土） 一般2,000円／学生1,000円

中 第９回神戸国際フルートコンクール　本選 発売中

発売中

13:00開演 P.2掲　載
ページ

P.7掲　載
ページ

P.8掲　載
ページ

P.2掲　載
ページ

桂ざこば 桂南光

4/10
（月）

一般発売
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神戸文化ホール　平成29年度年間プログラム
Event
Schedule ※各公演の日時、内容、チケット代は予告なく変更・また中止する可能性がございます。予めご了承ください。

★…神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団 出演公演
料金は全て税込みです。

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ ★ 

小山裕幾

www.lukasbeck.com

坂東玉三郎

撮影:内池秀人(エクラン)

電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー

第一部…立ち廻りの講座
第二部…演目「茶壷」
［「茶壷」内容］田舎者の麻估六が
酒に酔い茶壷を背負ったまま眠って
いるところへ、掏摸（スリ）の熊鷹太郎が、麻估六の背負っている
茶壷を盗もうと企てます。目を覚ました麻估六も
熊鷹太郎も、それぞれが茶壷を自分の物だと言
い張るため、目代が二人の話を聞き、裁くことに
なり…。

「歌舞伎」をお手軽に初体験

6/22（木）　14：00開演（13：15開場）

※学校鑑賞と相席になります。予めご了承ください。
※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。

一般 2,000円料金
全席指定

税込

一階席 5,500円

二階席 5,000円

料金
全席指定

税込会員先行発売 4/24（月）開始　一般発売 4/27（木）開始
会員先行発売 5/12（金）開始

一般発売 5/19（金）開始

チケット
発売所

神戸
文化

歌舞伎フォーラム歌舞伎

KOBE JAZZ DAY 2017大

ウィーン少年合唱団

9/24（日）　【昼の部】12：00開演（11：30開場）

　　　　  【夜の部】16：30開演（16：00開場）

中

※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。

チケット
発売所 457-286ぴあ

CN 国際e57802ロー
ソン

神戸
文化

ホール開館2年目から開催され、今年で43回目を迎える神戸文化
ホールの伝統落語会。東西を代表する名人達が出演。この機会を
お聴き逃しなく。

［出演］【東】柳家小三治、柳家さん喬、柳家三三 【西】桂福団治、月亭八方、笑福亭仁智　ほか

名人がズラリ！神戸文化ホール伝統落語会

落語 第43回東西落語名人選

9/20（水）　【昼の部】13：00開演（12：15開場）　【夜の部】18：00開演（17：15開場）大
大

※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。　※本公演は飲食可能となっております。但し、ごみはお持ち帰りください。

特等席 7,500円

一等席 6,000円

二等席 4,500円

料金
全席指定・税込

会員先行発売
4/28（金）開始

一般発売
5/8（月）開始

八代目中村芝翫、四代目中村橋之助、三代目中村福之助の襲名披露公演。
古典歌舞伎の名作で、忠義のために我が子を犠牲にした男の悲しみを描い
た『熊谷陣屋』を上演いたします。
また、中国の伝説の霊獣を表現した華やかな舞踊『猩々』と、
『襲名披露 口上』もお楽しみ頂きます。
［演目］猩々、襲名披露 口上、熊谷陣屋
［出演］中村橋之助　改め八代目中村芝翫、中村梅玉　ほか

芝翫、橋之助、福之助 
親子3名での華やかな襲名披露！

チケット
発売所 457-160ぴあ CN 国際e57533ロー

ソン
神戸
文化

松竹大歌舞伎 中村橋之助改め八代目中村芝翫襲名披露
中村国生改め四代目中村橋之助襲名披露
中村宗生改め三代目中村福之助襲名披露

歌舞伎

12:30開演 大人2,500円（当日3,000円）／学生1,000円（当日1,500円）

①12：00開演（11：30開場）②16：00開演（15：30開場）

4/22（土）

発売中

歌舞伎フォーラム大 6/22（木）14：00開演 一般2,000円

大 5/16（火）

19：00開演（18：15開場）

5/25（木）～27（土） 一般1,000円／学生500円

発売中

中 神戸文化ホールキネマ「真田十勇士」

中 桂文珍独演会 JAPAN TOUR～一期一笑～

10:30／14：00上映

4/2（日）

4/10（月）
一般1,000円／神戸文化ホール友の会会員800円

発売中

中 佐久間由美子フルートリサイタル
14:00開演4/30（日） 一般3,000円（当日3,500円）／学生1,500円

発売中

発売中

中 第９回神戸国際フルートコンクール　第１次審査 発売中

5/29（月）・30（火） 一般1,000円／学生500円

中 第９回神戸国際フルートコンクール　第２次審査 発売中

6/1（木） 一般1,500円／学生1,000円

中 第９回神戸国際フルートコンクール　第３次審査 発売中

6/2（金） 一般3,000円（当日3,500円）／学生1,500円

中 オールスター・フルート・ガラ～審査員コンサート～ 発売中

6/6（火）
前売3,000円／当日3,500円／学生1,500円

中 神戸国際フルート音楽祭「世界の音色が集うまち」
幣隆太朗リサイタル～セバスチャン・ジャコーを迎えて

6/8（木）
一般1,000円／神戸文化ホール友の会会員800円

中 神戸文化ホールキネマ「湯を沸かすほどの熱い愛」

6/11（日）

10:30開演

10:30開演

10:00開演

19:00開演

19:00開演

10:30／14：00上映

12:00開演 1,000円
中 第42回神戸三曲協会演奏会

7/1（土） 13:00開演 2,000円
中 第33回日本アマチュアシャンソンコンクール 神戸大会

7/22（土） 前売3,500円／当日4,000円
中 第33回日本アマチュアシャンソンコンクール 全国大会

10/22（日）詳細未定

詳細未定

中 ベスト・タンゴ

10/28（土）
中 貞松・浜田バレエ団

特別公演「創作リサイタル29」

8/19（土）
中 ダンス×文学シリーズVol.1〔森優貴〕　

TWO～シェイクスピアの2つの悲劇

6/17（土）

14:00開演 一般4,000円／U25（25歳以下）1,000円

中 神戸市室内合奏団 定期演奏会（第139回定期公演）
セレナーデの系譜
―18世紀から19世紀まで―

発売中

4/24
（月）

会員先行発売

4/27
（木）

一般発売

松竹大歌舞伎大 9/20（水）
特等席7,500円／一等席6,000円／二等席4,500円（全席指定）

4/28
（金）

会員先行発売

5/8
（金）

一般発売

神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団
合同定期演奏会

大 11/5（日）
4,000円／U25（25歳以下）1,000円

和太鼓松村組コンサート大 11/11（土）詳細未定

5/12
（金）

会員先行発売

5/19
（金）

一般発売

8/26（土）・27（日） 1日券1,200円／2日通し券1,800円
中 2017オカリナフェスティバル in 神戸 一般発売

6月中旬

9/10（日）

16:30開演

①13：00開演②18：00開演

11:00開演

14:00開演 4,000円

中 神戸市混声合唱団　秋の定期演奏会
～２人の指揮者による～
アンドリス・ヴェイスマニス・松原千振

9/24（日）

14:00開演

①12：00開演②16：30開演
１階席5,500円／２階席5,000円

中 第43回東西落語名人選
平成の爆笑王・桂文珍の神戸恒例寄席！

一階席4,500円／二階席3,800円（全席指定）

7/15（土）

14：00開演（13：30開場）

発売中
中 歌舞伎俳優 坂東玉三郎トークショー

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！

前売5,400円／当日5,800円（全席指定）

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

※未就学児童のご入場はご遠慮ください。

※5歳未満入場不可。

455-223ぴあ神戸
文化

CN 国際e

54909ロー
ソン

319-777ぴあ

CN 国際e

55329ロー
ソン

神戸
文化

634-738ぴあ

CN 国際e

55189ロー
ソン

神戸
文化

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

プログラム：岡野貞一 ふるさと／ウェルナー 野ばら／
　　　　　　J.シュトラウスⅡ 皇帝円舞曲　ほか
S席6,000円／A席5,000円／B席4,000円
（全席指定）

一般発売

6月中旬6月上旬
会員先行発売

一般発売

7月中旬7月上旬
会員先行発売

一般発売

7月中旬7月中旬
会員先行発売

神戸フィルハーモニック　第75回定期演奏会大 11/25（土）一般3,000円／大学生以下1,000円

しまじろうコンサート大 12/1（金）～3（日） 詳細未定

詳細未定

詳細未定 詳細未定

詳細未定

1/5（金） 詳細未定

詳細未定

中 青春落語道場『大倉亭』【新春寄席】

3/11（日）

4,000円

中 神戸市混声合唱団　春の定期演奏会
神戸が生んだ幻の天才作曲家
 「大澤壽人」合唱曲作品展

3/15（木）

14:00開演

19:00開演 4,000円／U25（25歳以下）1,000円

中 神戸市室内合奏団　定期演奏会（第142回定期公演）
歌詞のないオペラ
―協奏曲と交響曲、奏でられるドラマ―

12/3（日）

14:00開演 4,000円／U25（25歳以下）1,000円

中 神戸市室内合奏団　定期演奏会（第141回定期公演）
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へ―

ズーラシアン
フィルハーモニー
管弦楽団

大 12/9（土）

ＮHK交響楽団演奏会
神戸公演

大 1/20（土）
16:00開演

神戸フィルハーモニック
ニューイヤーコンサート2018

大 1/13（土）

貞松・浜田バレエ団
特別公演「くるみ割り人形」

大 12/16（土）・17（日）

1/17（水）18:30開演 2,000円／U25(25歳以下)1,000円

中 レクイエムの夕べ

2/9（金） 詳細未定

中 小山裕幾フルートコンサート

3/2（金）・3（土） 詳細未定

中 神戸文化ホールキネマ映画祭

2/24（土）詳細未定

中 THE CLASSIC PLUS

3/17（土）
中 桂米朝一門会

3/21（水・祝）

詳細未定

詳細未定

中 神戸能12/10（日）
中 ピアノ四重奏団アンサンブル・ラロ　

with神戸市室内合奏団　特別公演

2018年

チケットWeb松竹　PC：http://www.ticket-web-shochiku.com/pc/

柳家小三治 柳家さん喬 柳家三三 桂福団治月亭八方笑福亭仁智
口上写真（左から：福之助、橋之助、芝翫）　撮影：荒木大甫

一般発売

6月中旬6月上旬
会員先行発売

一般発売

5月中旬5月中旬
会員先行発売

一般発売

6月上旬6月上旬
会員先行発売

一般発売

8月上旬8月上旬
会員先行発売

P.7掲　載
ページ

P.3掲　載
ページ

P.2掲　載
ページ

P.2掲　載
ページ

P.2掲　載
ページ

P.9掲　載
ページ

4/18（火）
前売3,000円／当日3,500円

中 神戸国際フルート音楽祭「世界の音色が集うまち」
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 発売中

19:00開演

6/3（土） 一般2,000円／学生1,000円

中 第９回神戸国際フルートコンクール　本選 発売中

発売中

13:00開演 P.2掲　載
ページ

P.7掲　載
ページ

P.8掲　載
ページ

P.2掲　載
ページ

桂ざこば 桂南光

4/10
（月）

一般発売
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電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー
松方 松方ホールチケットオフィス

078-362-7191

応募先 〒650-0017　神戸市中央区楠町4-2-2
（公財）神戸市民文化振興財団　神戸文化ホール内　オカリナフェスティバル事務局

7/4（火）　第2弾　ハープデュオ
［出演］奥田季子、五明ゆい

9/6（水）　第3弾　弦楽四重奏
［出演］カルテットこうべ
　　　　（1st Vn.柴田夏未、2nd Vn.小西果林、Va.坪之内裕太、Vc.西村まなみ）

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。

［出演］中村勘九郎、松坂桃李、大島優子
ほか

　今年は、４年に1度の神戸国際フルートコンクールの年。神戸市では、コンクールに先駆け３月18日から

６月11日まで、市民をはじめ多くの人たちが参加し、音楽芸術に親しむきっかけとして「神戸国際フルート音

楽祭－音楽で楽しむ開港150年－」を開催！

　この音楽祭の核となる、第9回神戸国際フルートコンクールでは、次世代のフルート界をリードする若手

奏者が世界各地から神戸に集い、ハイレベルな演奏を繰り広げます。若手フルート奏者の登竜門として高

い評価を得ているこのコンクールは、現在、世界の第一線で活躍しているフルート奏者をこれまで多数輩出

してきました。

　音楽祭では、第1回大会で第1位を獲得したアリフェ・グュルセン・タトゥとアンサンブル神戸の共演（松方

ホール、5月13日）や、日本人入賞者小池郁江、竹山愛と神戸市室内合奏団によるコンサート（文化ホー

ル、4月18日）など、「世界の音色が集うまち」シリーズとして、世界で活躍するコンクールゆかりのフルーティ

ストたちによるコンサートを開催。ほかにも、音楽祭のアンバサダーを務めるエピカスフルートデュオ&アンサ

ンブルなど、神戸で活動する音楽家によるステージや、ちくわに穴を開けて作る「ちくわ笛」を使った演奏会

（新長田・鉄人広場、4月16日）など、市民が企画し参加するコンサートやワークショップがあります。神戸開

港150年の記念イヤーにあわせて、歴史を感じる異人館や、教会、酒蔵など、神戸のランドマークやまちな

かを舞台に、さまざまなイベントが繰り広げられます。

　この春開催されるフルートの祭典を市民みんなで盛り上げながら、音楽の楽しさを満喫してみませんか？

　

神戸国際
フルート音楽祭

神戸港開港150周年を記念して
神戸国際フルート音楽祭を同時開催

第 4回

音楽で楽しむ開港150年

通信

落語

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

4月席　出演者

朝の部：福丸、咲之輔、智六
昼の部：竹丸、三弥、智之介、そうば
夜の部：三ノ助、八斗、愛染、あおば

6月席　出演者

大倉亭レギュラーメンバー

神戸文化ホールロビー寄席 
青春落語道場 大倉亭

神戸文化ホールロビーコンサート　
弦楽器シリーズ

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。
4月席は全ての演目で春にゆか
りのあるキーワードが登場。
6月席では、夜の部で新作落
語を披露。勢いのある若手落
語家たちの活躍に注目です！

4月席は落語で「春」探し！弦楽器による全3回のアンサンブルコンサート

大
ロビー

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

各公演　一般
　　　　　神戸文化ホール友の会会員

前売 500円（当日 700円）
前売 400円（当日 600円）

※各回150席限定

4月席　4/14（金）

6月席　6/13（火）

【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）

一般 1,000円

800円 ※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。

料金
全席自由

税込

チケット
発売所

神戸
文化

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！

神戸文化ホールキネマ

4/10（月）　①10：30上映（10：00開場）

　　　　　②14：00上映（13：30開場）

中
真田十勇士

神戸文化ホール
友の会会員

4月席 6月席

※出演順は当日に決定します。
※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。

※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。

一般
友の会会員

3,000円

前売 2,500円（当日 3,000円）
料金

全席指定
税込 ※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。

一般 1,000円

800円 ※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。

料金
全席自由

税込

チケット
発売所

神戸
文化

死にゆく母の熱い想いと、想像もつかない驚きの
ラストに、涙と生きる力がほとばしる家族の愛の物語。

6/8（木）　①10：30上映（10：00開場）

　　　　 ②14：00上映（13：30開場）

中

1年前、あるじの一浩（オダギリジョー）が家を出て行って以来銭湯・幸の湯
は閉まったままだったが、双葉（宮沢りえ）と安澄（杉咲花）母娘は二人で頑
張ってきた。だがある日、いつも元気な双葉がパート先で急に倒れ、精密検
査の結果末期ガンを告知され
る。気丈な彼女は残された時間
を使い、生きているうちにやる
べきことを着実にやり遂げよう
とする。

［出演］宮沢りえ、杉咲花、オダ
ギリジョー　ほか　　　　　

［監督］中野量太

湯を沸かすほどの熱い愛

神戸文化ホール
友の会会員

好評発売中 4/10（月）発売開始

コンサート

料金
全席自由・税込

チケット
発売所

神戸
文化

大
ロビー 5/18（木）・7/4（火）・9/6（水）　

各日14：00開演（13：30開場）

今まで様々な楽器、ジャンルのロビーコンサートをおこなってきました
が、5 月より弦楽器ばかりを集めたロビーコンサートを開催いたします。
第1弾はコントラバスカルテット！
なかなか見られない低音の四重奏をお楽しみください！

プラハ・グァルネリ・トリオ
（Guarneri Trio Prague）

室内楽 神戸新聞松方ホール提携公演 主　催　神戸新聞社、（一財）神戸新聞文化財団　　制作協力　コジマ・コンサートマネジメント

世界の第一線での活躍が著しい数少ない常設ピアノ・トリオ

6/15（木）　19：00開演（18：30開場）

※神戸音楽友の会会員は対象外

チケット
発売所 国際５７５２２ロー

ソン
神戸
文化 松方 松方ホール・オンラインチケット　

http://www.kobe-np.co.jp/matsukata/神戸
文化 松方

［出演］チェネック・パブリーク（ヴァイオリン）、マレク・イエリエ（チェロ）、
　　　イヴァン・クラーンスキー（ピアノ）
■演奏曲目
ハイドン
ベートーヴェン
ドヴォルザーク

ピアノ三重奏曲　ト長調　Hob.XV-25「ジプシーロンド」
ピアノ三重奏曲　第7番　変ロ長調　op.97「太公」
ピアノ三重奏曲　第4番　ホ短調　op.90「ドゥムキー」

5/18（木）　第1弾　コントラバスカルテット

［曲目］
  J.ラウバー

  A.ドヴォルザーク
コントラバス四重奏曲

交響曲第9番「新世界」より（Bass Bar ver.）
　　　　　　　　　　　ほか

［出演］
  Bass Bar
  （三井脩平、吉田有音、宮田雄規、長谷川光）

8/26（土）～8/27（日）11：00開演（10：30開場）日時 神戸文化ホール・中ホール場所

1名　1,500円参加料

1組　6分以内
（入退場時間別）

演奏時間

お問合せ

※神戸文化ホールホームページからもダウンロード（PDF）出来ます。
※応募者多数の場合は抽選させていただきます。（最大116組の出演予定）結果は6月初旬頃に通知予定です。
※個人・グループ問わずオカリナの演奏による重複応募は出来ません。
※昨年度の抽選による落選グループは、今年度は優先的にご出場いただく予定です。

応募方法

オカリナフェスティバル事務局　TEL：078-351-3535
（（公財）神戸市民文化振興財団　神戸文化ホール内）

2017オカリナフェスティバルin神戸2017オカリナフェスティバルin神戸出場者募
集

応募受付期間／平成29年4月1日（土）～5月8日（月）
専用出場申込書（募集チラシ）に必要事項を記入のうえ郵送又はFAXでお申し込みください。

5/18（木）発売開始

好評発売中

好評発売中

7/4（火）発売開始

4/14（金）発売開始
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電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー
松方 松方ホールチケットオフィス

078-362-7191

K
O
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E
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E
通
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応募先 〒650-0017　神戸市中央区楠町4-2-2
（公財）神戸市民文化振興財団　神戸文化ホール内　オカリナフェスティバル事務局

7/4（火）　第2弾　ハープデュオ
［出演］奥田季子、五明ゆい

9/6（水）　第3弾　弦楽四重奏
［出演］カルテットこうべ
　　　　（1st Vn.柴田夏未、2nd Vn.小西果林、Va.坪之内裕太、Vc.西村まなみ）

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。

［出演］中村勘九郎、松坂桃李、大島優子
ほか

　今年は、４年に1度の神戸国際フルートコンクールの年。神戸市では、コンクールに先駆け３月18日から

６月11日まで、市民をはじめ多くの人たちが参加し、音楽芸術に親しむきっかけとして「神戸国際フルート音

楽祭－音楽で楽しむ開港150年－」を開催！

　この音楽祭の核となる、第9回神戸国際フルートコンクールでは、次世代のフルート界をリードする若手

奏者が世界各地から神戸に集い、ハイレベルな演奏を繰り広げます。若手フルート奏者の登竜門として高

い評価を得ているこのコンクールは、現在、世界の第一線で活躍しているフルート奏者をこれまで多数輩出

してきました。

　音楽祭では、第1回大会で第1位を獲得したアリフェ・グュルセン・タトゥとアンサンブル神戸の共演（松方

ホール、5月13日）や、日本人入賞者小池郁江、竹山愛と神戸市室内合奏団によるコンサート（文化ホー

ル、4月18日）など、「世界の音色が集うまち」シリーズとして、世界で活躍するコンクールゆかりのフルーティ

ストたちによるコンサートを開催。ほかにも、音楽祭のアンバサダーを務めるエピカスフルートデュオ&アンサ

ンブルなど、神戸で活動する音楽家によるステージや、ちくわに穴を開けて作る「ちくわ笛」を使った演奏会

（新長田・鉄人広場、4月16日）など、市民が企画し参加するコンサートやワークショップがあります。神戸開

港150年の記念イヤーにあわせて、歴史を感じる異人館や、教会、酒蔵など、神戸のランドマークやまちな

かを舞台に、さまざまなイベントが繰り広げられます。

　この春開催されるフルートの祭典を市民みんなで盛り上げながら、音楽の楽しさを満喫してみませんか？

　

神戸国際
フルート音楽祭

神戸港開港150周年を記念して
神戸国際フルート音楽祭を同時開催

第 4回

音楽で楽しむ開港150年

通信

落語

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

4月席　出演者

朝の部：福丸、咲之輔、智六
昼の部：竹丸、三弥、智之介、そうば
夜の部：三ノ助、八斗、愛染、あおば

6月席　出演者

大倉亭レギュラーメンバー

神戸文化ホールロビー寄席 
青春落語道場 大倉亭

神戸文化ホールロビーコンサート　
弦楽器シリーズ

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。
4月席は全ての演目で春にゆか
りのあるキーワードが登場。
6月席では、夜の部で新作落
語を披露。勢いのある若手落
語家たちの活躍に注目です！

4月席は落語で「春」探し！弦楽器による全3回のアンサンブルコンサート

大
ロビー

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

各公演　一般
　　　　　神戸文化ホール友の会会員

前売 500円（当日 700円）
前売 400円（当日 600円）

※各回150席限定

4月席　4/14（金）

6月席　6/13（火）

【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）

一般 1,000円

800円 ※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。

料金
全席自由

税込

チケット
発売所

神戸
文化

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！

神戸文化ホールキネマ

4/10（月）　①10：30上映（10：00開場）

　　　　　②14：00上映（13：30開場）

中
真田十勇士

神戸文化ホール
友の会会員

4月席 6月席

※出演順は当日に決定します。
※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。

※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。

一般
友の会会員

3,000円

前売 2,500円（当日 3,000円）
料金

全席指定
税込 ※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。

一般 1,000円

800円 ※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。

料金
全席自由

税込

チケット
発売所

神戸
文化

死にゆく母の熱い想いと、想像もつかない驚きの
ラストに、涙と生きる力がほとばしる家族の愛の物語。

6/8（木）　①10：30上映（10：00開場）

　　　　 ②14：00上映（13：30開場）

中

1年前、あるじの一浩（オダギリジョー）が家を出て行って以来銭湯・幸の湯
は閉まったままだったが、双葉（宮沢りえ）と安澄（杉咲花）母娘は二人で頑
張ってきた。だがある日、いつも元気な双葉がパート先で急に倒れ、精密検
査の結果末期ガンを告知され
る。気丈な彼女は残された時間
を使い、生きているうちにやる
べきことを着実にやり遂げよう
とする。

［出演］宮沢りえ、杉咲花、オダ
ギリジョー　ほか　　　　　

［監督］中野量太

湯を沸かすほどの熱い愛

神戸文化ホール
友の会会員

好評発売中 4/10（月）発売開始

コンサート

料金
全席自由・税込

チケット
発売所

神戸
文化

大
ロビー 5/18（木）・7/4（火）・9/6（水）　

各日14：00開演（13：30開場）

今まで様々な楽器、ジャンルのロビーコンサートをおこなってきました
が、5 月より弦楽器ばかりを集めたロビーコンサートを開催いたします。
第1弾はコントラバスカルテット！
なかなか見られない低音の四重奏をお楽しみください！

プラハ・グァルネリ・トリオ
（Guarneri Trio Prague）

室内楽 神戸新聞松方ホール提携公演 主　催　神戸新聞社、（一財）神戸新聞文化財団　　制作協力　コジマ・コンサートマネジメント

世界の第一線での活躍が著しい数少ない常設ピアノ・トリオ

6/15（木）　19：00開演（18：30開場）

※神戸音楽友の会会員は対象外

チケット
発売所 国際５７５２２ロー

ソン
神戸
文化 松方 松方ホール・オンラインチケット　

http://www.kobe-np.co.jp/matsukata/神戸
文化 松方

［出演］チェネック・パブリーク（ヴァイオリン）、マレク・イエリエ（チェロ）、
　　　イヴァン・クラーンスキー（ピアノ）
■演奏曲目
ハイドン
ベートーヴェン
ドヴォルザーク

ピアノ三重奏曲　ト長調　Hob.XV-25「ジプシーロンド」
ピアノ三重奏曲　第7番　変ロ長調　op.97「太公」
ピアノ三重奏曲　第4番　ホ短調　op.90「ドゥムキー」

5/18（木）　第1弾　コントラバスカルテット

［曲目］
  J.ラウバー

  A.ドヴォルザーク
コントラバス四重奏曲

交響曲第9番「新世界」より（Bass Bar ver.）
　　　　　　　　　　　ほか

［出演］
  Bass Bar
  （三井脩平、吉田有音、宮田雄規、長谷川光）

8/26（土）～8/27（日）11：00開演（10：30開場）日時 神戸文化ホール・中ホール場所

1名　1,500円参加料

1組　6分以内
（入退場時間別）

演奏時間

お問合せ

※神戸文化ホールホームページからもダウンロード（PDF）出来ます。
※応募者多数の場合は抽選させていただきます。（最大116組の出演予定）結果は6月初旬頃に通知予定です。
※個人・グループ問わずオカリナの演奏による重複応募は出来ません。
※昨年度の抽選による落選グループは、今年度は優先的にご出場いただく予定です。

応募方法

オカリナフェスティバル事務局　TEL：078-351-3535
（（公財）神戸市民文化振興財団　神戸文化ホール内）

2017オカリナフェスティバルin神戸出場者募
集

応募受付期間／平成29年4月1日（土）～5月8日（月）
専用出場申込書（募集チラシ）に必要事項を記入のうえ郵送又はFAXでお申し込みください。

5/18（木）発売開始

好評発売中

好評発売中

7/4（火）発売開始

4/14（金）発売開始
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8 9
電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー
松方 松方ホールチケットオフィス

078-362-7191

まちを彩る音楽のしらべ まちを彩る音楽のしらべ

プログラム
F.ハイドン

W.A.モーツァルト

L.V.ベートーヴェン

弦楽四重奏曲　第67番　ニ長調　『ひばり』　Op.64　No.5　Hob.3-63

フルート四重奏曲　第1番　ニ長調　K.285 
　　ソリスト／陶器香帆（神戸フルートソサエティ）

弦楽四重奏曲　第4番　ハ短調　Op.18 No.4

「セレナーデ」とは元来、夕べに恋人の家の窓の下で歌うものであったそうです。昔の西洋の人は、とてもお洒落なことをしていたのです
ね。その原点から長い年月を経て、貴族社会で日常的な音楽となり、演奏形態も拡大変化し、一つの楽曲形式へと確立されていきました。
今回の神戸市室内合奏団定期演奏会は、その「セレナーデ」をテーマに就任５年目を迎えたコンサートマスター白井圭が率い、本来の合
奏スタイルで演奏します。曲目は、古い順にモーツァルト、メンデルスゾーン、フォルクマン、ヴォルフ=フェラーリと、時期
も国も様々ですが、ヨーロッパの広範囲に拡がり、時代をも超えていった「セレナーデ」を、存分に楽しんでいただきたい
と思います。なかでも滅多に聴くことのできないヴォルフ=フェラーリの佳曲や、首席チェロの伝田正則独奏によるフォル
クマンなど、とても興味深いコンサートです。

世界の音色が集うまち

　 神戸市室内合奏団・　 神戸市混声合唱団だより

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/

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

お問合せ先／（公財）神戸市民文化振興財団 演奏部

神戸市民文化振興財団 演奏部 検索

※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。

一般　　　　 4,000円

U25（25歳以下） 1,000円

料金
全席指定

税込

日本一の酒どころである灘五郷。その中でも「芳醇できれいなお酒」で有
名な『福寿』のウェルカムドリンク付きコンサートです。会場は福寿の蔵元に
ある「神戸酒心館ホール」です。耳なじみの良い弦楽四重奏の名曲と美味
しいお酒を五感でお楽しみくださいませ。
［出演］神戸市室内合奏団、フルート：陶器香帆

～酒心館、日本酒とクラシック音楽の宴～
神戸市混声合唱団

神戸市室内合奏団

神戸市室内合奏団「弦楽四重奏」

プログラム
F.メンデルスゾーン

R.フォルクマン

W.A.モーツァルト

E.ヴォルフ=フェラーリ

弦楽のための交響曲　第6番　変ホ長調

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）

セレナータ・ノットゥルナ　ニ長調　K.239

セレナーデ　変ホ長調

（公財）神戸市民文化振興財団　演奏部　☎078-361-7241

灘五郷の老舗酒蔵「福寿」とクラシック音楽をお楽しみください!!
「神戸市室内合奏団」が贈る弦楽とセレナーデの魅力

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―

定期演奏会　第139回定期公演

6/17（土）　14：00開演（13：30開場）
神戸酒心館ホール　5/13（土）　14：00開演（13：30開場） 神戸聖ミカエル大聖堂　5/26（金）　19：00開演（18：30開場）

中
白井圭白井圭 伝田正則伝田正則

神戸市室内合奏団神戸市室内合奏団

※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。

一般／前売券 2,000円　当日券 2,500円

　　　　　　　／1,800円（前売・当日共）
神戸文化ホール友の会会員
神戸音楽友の会会員

料金
全席自由

税込

好評発売中

好評発売中

チケット
発売所 324-871ぴあ 57768ロー

ソン
神戸
文化

※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。

一般／前売券 2,000円　当日券 2,500円

　　　　　　　／1,800円（前売・当日共）
神戸文化ホール友の会会員
神戸音楽友の会会員

料金
全席自由

税込

好評発売中チケット
発売所 322-889ぴあ 54318ロー

ソン
神戸
文化

神戸の街の美しい風景に異人館や教会
群があります。そんな中から、県庁付近の
教会群でもひと際目を引く「神戸聖ミカ
エル大聖堂」で神戸市混声合唱団がコン
サートを開催します。コンサートは本格的
なパイプオルガンの調べを中心に、心洗
われる宗教音楽をお贈りいたします。
［出演］神戸市混声合唱団
　　　　指揮：松原千振
　　　　オルガン：ウード・シュニーベルガー

オルガンと合唱の対話
                  ～ルネッサンスから現代まで～

神戸市混声合唱団が宗教音楽を厳かに奏でます

チケット
発売所 321-011ぴあ 53663ロー

ソン
神戸
文化 CN 国際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。

一般／前売券 3,000円　当日券 3,500円　学生券 1,500円

　　　　　　　　／前売券 2,400円　当日券 2,800円
料金

全席自由
税込

神戸出身で現在、SWR交響楽団（旧シュトゥットガルト放送交響楽団）のコントラバス奏者「幣隆太
朗」の凱旋リサイタルを開催します。共演は第8回神戸国際フルートコンクールの覇者でフルート奏
者の「セバスチャン・ジャコー」で、世界的に活躍するコントラバシストとフルーティス
トによる異色のコラボレーションが神戸文化ホールで実現します。
［出演］幣隆太朗（コントラバス）、セバスチャン・ジャコー（フルート）、クリスチャ
ン・ナシュ（ヴィオラ）、河内 仁志（ピアノ・神戸市混声合唱団）、秋元孝介（ピアノ）

神戸から巣立った若きプリンスの共演!!

幣隆太朗 リサイタル ～セバスチャン・ジャコーを迎えて
6/6（火）　19：00開演（18：30開場）中

チケット
発売所 326-339ぴあ 52845ロー

ソン
神戸
文化 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。

一般／前売券 各日1,300円

　　　当日券 各日1,500円
料金
自由席
税込

神戸市室内合奏団

プログラム
J.ハルヴォルセン

G.プッチーニ

P.チャイコフスキー

ヘンデルの主題によるパッサカリア

菊

弦楽セレナーデ　ハ長調　Op.48　　ほか

プログラム
R.シューマン
J.ブラームス
E.シュールホフ

幻想小曲集　Op.73
チェロソナタ　第1番　Op.38
フルート、ヴィオラ、コントラバスの為のコンチェルティーノ　ほか

各公演共通／（公財）神戸市民文化振興財団　演奏部　☎078-361-7241

神戸市室内合奏団、平成29年度のあなたに贈るコンサートは、3つのプログラムを
ご用意いたしました。まず、第一弾は『神戸室内が魅せる 室内楽×合奏」。
デュオやトリオ、カルテットなどの室内楽から弦楽合奏まで、あらゆる形体のアンサ
ンブルの魅力を存分にご堪能ください。

神戸市室内合奏団の魅力を心ゆくまでお楽しみいただけます！！

神戸室内が魅せる「室内楽×合奏」あなたに贈るコンサート
神戸市立北区民センター　すずらんホール　
神戸市立東灘区民センター　うはらホール　

5/20公演
チケット
発売所

北区民センター　☎078-593-1150
321-007ぴあ 53452ロー

ソン
神戸
文化

7/22公演
東灘区民センター　☎078-822-8333

321-008ぴあ 53490ロー
ソン

神戸
文化

テーマ／未定
4/21（金）　14：00開演（13：30開場）室内

出演／［第1ヴァイオリン］白井圭　［第2ヴァイオリン］西尾恵子　［ヴィオラ］横井和美　［チェロ］伝田正則
曲目／未定

わがまちコンサート　ピフレ 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
　　前売券1,300円／当日券1,500円

テーマ／『世界の名曲・昭和の名曲』Ⅰ．バロックの名曲
出演／［第1ヴァイオリン］谷口朋子　［第2ヴァイオリン］前川友紀　［ヴィオラ］中島悦子　［チェロ］山本彩子
曲目／パッヘルベル：カノン、ヘンデル：ラルゴ、ヴィヴァルディ：「四季」より“春”、
　　　青い山脈、東京ラプソディ　　　　ほか

5/12（金）　14：00開演（13：30開場） 出演・曲目／未定

テーマ／未定混声

4/14（金）　14：00開演（13：30開場）

海のコンサート 舞子ビラ神戸・あじさいホール　　前売券1,300円／当日券1,500円

室内

好評発売中

好評発売中

好評発売中

神戸文化ホール友の会会員
神戸音楽友の会会員

陶器香帆

セバスチャン・ジャコーセバスチャン・ジャコー

松原千振
ウード・
シュニーベルガー

プログラム
J.S.バッハ

A.ブルックナー

H.アンドリ－セン

パッサカリア　ハ短調　BWV582（オルガン独奏）

正しい人の口は（無伴奏 混声合唱）

マリアの讃歌（オルガン伴奏付き）　ほか

幣隆太朗幣隆太朗

神戸音楽友の会　1,000円

※神戸音楽友の会会員は無料でご鑑賞いただけます。

5/20（土）　14：00開演（13：30開場）
7/22（土）　14：00開演（13：30開場）

※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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8 9
電子チケットぴあ
0570-02-9999

神戸文化ホールプレイガイド
078-351-3349

ぴあ CN 国際eローソンチケット
0570-084-005

ＣＮプレイガイド
0570-08-9999

e＋（イープラス）
http://eplus.jp

神戸国際会館プレイガイド
078-230-3300

ロー
ソン

神戸
文化

チケット
発売所大 中開催ホール 大ホール 中ホール 大ホール・ロビー大

ロビー
松方 松方ホールチケットオフィス

078-362-7191

まちを彩る音楽のしらべ まちを彩る音楽のしらべ

プログラム
F.ハイドン

W.A.モーツァルト

L.V.ベートーヴェン

弦楽四重奏曲　第67番　ニ長調　『ひばり』　Op.64　No.5　Hob.3-63

フルート四重奏曲　第1番　ニ長調　K.285 
　　ソリスト／陶器香帆（神戸フルートソサエティ）

弦楽四重奏曲　第4番　ハ短調　Op.18 No.4

「セレナーデ」とは元来、夕べに恋人の家の窓の下で歌うものであったそうです。昔の西洋の人は、とてもお洒落なことをしていたのです
ね。その原点から長い年月を経て、貴族社会で日常的な音楽となり、演奏形態も拡大変化し、一つの楽曲形式へと確立されていきました。
今回の神戸市室内合奏団定期演奏会は、その「セレナーデ」をテーマに就任５年目を迎えたコンサートマスター白井圭が率い、本来の合
奏スタイルで演奏します。曲目は、古い順にモーツァルト、メンデルスゾーン、フォルクマン、ヴォルフ=フェラーリと、時期
も国も様々ですが、ヨーロッパの広範囲に拡がり、時代をも超えていった「セレナーデ」を、存分に楽しんでいただきたい
と思います。なかでも滅多に聴くことのできないヴォルフ=フェラーリの佳曲や、首席チェロの伝田正則独奏によるフォル
クマンなど、とても興味深いコンサートです。

世界の音色が集うまち

　 神戸市室内合奏団・　 神戸市混声合唱団だより

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/

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

お問合せ先／（公財）神戸市民文化振興財団 演奏部

神戸市民文化振興財団 演奏部 検索

※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。

一般　　　　 4,000円

U25（25歳以下） 1,000円

料金
全席指定

税込

日本一の酒どころである灘五郷。その中でも「芳醇できれいなお酒」で有
名な『福寿』のウェルカムドリンク付きコンサートです。会場は福寿の蔵元に
ある「神戸酒心館ホール」です。耳なじみの良い弦楽四重奏の名曲と美味
しいお酒を五感でお楽しみくださいませ。
［出演］神戸市室内合奏団、フルート：陶器香帆

～酒心館、日本酒とクラシック音楽の宴～
神戸市混声合唱団

神戸市室内合奏団

神戸市室内合奏団「弦楽四重奏」

プログラム
F.メンデルスゾーン

R.フォルクマン

W.A.モーツァルト

E.ヴォルフ=フェラーリ

弦楽のための交響曲　第6番　変ホ長調

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）

セレナータ・ノットゥルナ　ニ長調　K.239

セレナーデ　変ホ長調

（公財）神戸市民文化振興財団　演奏部　☎078-361-7241

灘五郷の老舗酒蔵「福寿」とクラシック音楽をお楽しみください!!
「神戸市室内合奏団」が贈る弦楽とセレナーデの魅力

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―

定期演奏会　第139回定期公演

6/17（土）　14：00開演（13：30開場）
神戸酒心館ホール　5/13（土）　14：00開演（13：30開場） 神戸聖ミカエル大聖堂　5/26（金）　19：00開演（18：30開場）

中
白井圭白井圭 伝田正則伝田正則

神戸市室内合奏団神戸市室内合奏団

※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。

一般／前売券 2,000円　当日券 2,500円

　　　　　　　／1,800円（前売・当日共）
神戸文化ホール友の会会員
神戸音楽友の会会員

料金
全席自由

税込

好評発売中

好評発売中

チケット
発売所 324-871ぴあ 57768ロー

ソン
神戸
文化

※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。

一般／前売券 2,000円　当日券 2,500円

　　　　　　　／1,800円（前売・当日共）
神戸文化ホール友の会会員
神戸音楽友の会会員

料金
全席自由

税込

好評発売中チケット
発売所 322-889ぴあ 54318ロー

ソン
神戸
文化

神戸の街の美しい風景に異人館や教会
群があります。そんな中から、県庁付近の
教会群でもひと際目を引く「神戸聖ミカ
エル大聖堂」で神戸市混声合唱団がコン
サートを開催します。コンサートは本格的
なパイプオルガンの調べを中心に、心洗
われる宗教音楽をお贈りいたします。
［出演］神戸市混声合唱団
　　　　指揮：松原千振
　　　　オルガン：ウード・シュニーベルガー

オルガンと合唱の対話
                  ～ルネッサンスから現代まで～

神戸市混声合唱団が宗教音楽を厳かに奏でます

チケット
発売所 321-011ぴあ 53663ロー

ソン
神戸
文化 CN 国際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。

一般／前売券 3,000円　当日券 3,500円　学生券 1,500円

　　　　　　　　／前売券 2,400円　当日券 2,800円
料金

全席自由
税込

神戸出身で現在、SWR交響楽団（旧シュトゥットガルト放送交響楽団）のコントラバス奏者「幣隆太
朗」の凱旋リサイタルを開催します。共演は第8回神戸国際フルートコンクールの覇者でフルート奏
者の「セバスチャン・ジャコー」で、世界的に活躍するコントラバシストとフルーティス
トによる異色のコラボレーションが神戸文化ホールで実現します。
［出演］幣隆太朗（コントラバス）、セバスチャン・ジャコー（フルート）、クリスチャ
ン・ナシュ（ヴィオラ）、河内 仁志（ピアノ・神戸市混声合唱団）、秋元孝介（ピアノ）

神戸から巣立った若きプリンスの共演!!

幣隆太朗 リサイタル ～セバスチャン・ジャコーを迎えて
6/6（火）　19：00開演（18：30開場）中

チケット
発売所 326-339ぴあ 52845ロー

ソン
神戸
文化 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。

一般／前売券 各日1,300円

　　　当日券 各日1,500円
料金
自由席
税込

神戸市室内合奏団

プログラム
J.ハルヴォルセン

G.プッチーニ

P.チャイコフスキー

ヘンデルの主題によるパッサカリア

菊

弦楽セレナーデ　ハ長調　Op.48　　ほか

プログラム
R.シューマン
J.ブラームス
E.シュールホフ

幻想小曲集　Op.73
チェロソナタ　第1番　Op.38
フルート、ヴィオラ、コントラバスの為のコンチェルティーノ　ほか

各公演共通／（公財）神戸市民文化振興財団　演奏部　☎078-361-7241

神戸市室内合奏団、平成29年度のあなたに贈るコンサートは、3つのプログラムを
ご用意いたしました。まず、第一弾は『神戸室内が魅せる 室内楽×合奏」。
デュオやトリオ、カルテットなどの室内楽から弦楽合奏まで、あらゆる形体のアンサ
ンブルの魅力を存分にご堪能ください。

神戸市室内合奏団の魅力を心ゆくまでお楽しみいただけます！！

神戸室内が魅せる「室内楽×合奏」あなたに贈るコンサート
神戸市立北区民センター　すずらんホール　
神戸市立東灘区民センター　うはらホール　

5/20公演
チケット
発売所

北区民センター　☎078-593-1150
321-007ぴあ 53452ロー

ソン
神戸
文化

7/22公演
東灘区民センター　☎078-822-8333

321-008ぴあ 53490ロー
ソン

神戸
文化

テーマ／未定
4/21（金）　14：00開演（13：30開場）室内

出演／［第1ヴァイオリン］白井圭　［第2ヴァイオリン］西尾恵子　［ヴィオラ］横井和美　［チェロ］伝田正則
曲目／未定

わがまちコンサート　ピフレ 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
　　前売券1,300円／当日券1,500円

テーマ／『世界の名曲・昭和の名曲』Ⅰ．バロックの名曲
出演／［第1ヴァイオリン］谷口朋子　［第2ヴァイオリン］前川友紀　［ヴィオラ］中島悦子　［チェロ］山本彩子
曲目／パッヘルベル：カノン、ヘンデル：ラルゴ、ヴィヴァルディ：「四季」より“春”、
　　　青い山脈、東京ラプソディ　　　　ほか

5/12（金）　14：00開演（13：30開場） 出演・曲目／未定

テーマ／未定混声

4/14（金）　14：00開演（13：30開場）

海のコンサート 舞子ビラ神戸・あじさいホール　　前売券1,300円／当日券1,500円

室内

好評発売中

好評発売中

好評発売中

神戸文化ホール友の会会員
神戸音楽友の会会員

陶器香帆

セバスチャン・ジャコーセバスチャン・ジャコー

松原千振
ウード・
シュニーベルガー

プログラム
J.S.バッハ

A.ブルックナー

H.アンドリ－セン

パッサカリア　ハ短調　BWV582（オルガン独奏）

正しい人の口は（無伴奏 混声合唱）

マリアの讃歌（オルガン伴奏付き）　ほか

幣隆太朗幣隆太朗

神戸音楽友の会　1,000円

※神戸音楽友の会会員は無料でご鑑賞いただけます。

5/20（土）　14：00開演（13：30開場）
7/22（土）　14：00開演（13：30開場）

※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。



神戸市道路公社

■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 
HP：http://www.kobe-toll-road.or.jp/

大倉山駐車場
☎ 078-382-0823

神戸文化ホールすぐ目の前！

10 11大 中開催ホール 大ホール 中ホール 他 他館公演リハ リハーサル室大ホール・
ロビー

大
ロビー

各マークに
ついて 公演時間 入場料 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※価格はすべて税込です…神戸文化ホール
　主催公演 …神戸市室内合奏団出演公演　神戸市混声合唱団 …神戸市民文化振興財団

　主催公演赤字

神戸国際フルート音楽祭「まちを彩る音楽のしらべ」
神戸市混声合唱団　オルガンと合唱の対話～ルネッサンスから現代まで～
神戸聖ミカエル大聖堂
　19:00～20:30　　　￥2,000(当日￥2,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

一般発売日

【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

他

他

【室内】あなたに贈るコンサート
北区民センター　すずらんホール
　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

他

神戸国際フルート音楽祭「まちを彩る音楽のしらべ」
神戸市室内合奏団「弦楽四重奏」～酒心館、日本酒とクラシック音楽の宴～
神戸酒心館ホール
　14:00～16:00　　　￥2,000(当日￥2,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

神戸婦人大学　入学式・開講式
　10:00～11:40　　無料・自由席
　神戸市市民参画推進局　男女共同参画課　322-5179（橋本）

2017年4月 2017年5月Event schedule Event schedule

3●月 平成30年4月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年10月分練習室

抽選日の
お知らせ

歌舞伎フォーラム神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

【室内】わがまちコンサート　ピフレ
新長田ピフレホール
　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

他

1●土

8●土

6●土

13●土

20●土

27●土

2●日

大

大

KOBE・ファミリーコンサート
　14:30～16:00　　￥1,500・指定席・自由席・会員・その他
　神戸市PTA協議会　360-3453

音楽教室発表会
　13:00～15:00　16:00～18:00　　無料・関係者
　新響楽器　06-7655-6527（福岡）

中

花まつり　市民祝賀大会
　10:30～12:00　13:00～16:00　　無料・自由席・整理券
　神戸市佛教連合会　090-7769-2752（濱田）

15●土

22●土

大
啓明学院吹奏楽部　第9回定期演奏会
　17:00～19:00　　無料・自由席
　啓明学院中学校・高等学校　741-1501（内海）

大 第26回定期演奏会
　13:30～16:00　　￥500・自由席
　六甲ヴェルデ吹奏楽団　090-9981-0258

中

川島和正神戸講演会　
世界を旅する8年連続年収1億円ブロガー「夢の叶え方」
　15:00～20:00　
　￥3,000～￥5,000・チケット購入は下記ホームページ参照
　https://t.livepocket.jp/e/6ke7w　090-9168-8940（森）

中

9●日

7●日

14●日

21●日

16●日

23●日

30●日

大

大

神戸花月～春の特別公演2017～
　11:00～13:15　14:30～16:30　18:00～20:00
　　前売り￥4,700/当日￥5,200・指定席
　　5歳以上有料　4歳以下は保護者の膝上鑑賞1名のみ可
　チケットよしもと　0570-550-100　24時間受付
　（お問合せは10:00～19:00　※オペレーター対応可）

クローバーコンサート2017～エンジョイ！クラシック～
　13:30～15:30　　無料・自由席
　クレー管弦楽団　090-3286-5730（馬場）

中

平成29年度昼間部入学式
　13:30～15:30　　無料・関係者
　東亜経理専門学校　371-0150（吉田）

中

平成29年度　神戸情報大学院大学　神戸電子専門学校　入学式
　10:20～11:30　　無料・自由席
　神戸電子専門学校　242-0014

中

【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　743-8092

他

【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　743-8092

他

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）

大

大

1●月

9●火

16●火

15●月

10●水

平成30年5月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年11月分練習室

抽選日の
お知らせ

神戸国際フルート音楽祭「世界の音色が集うまち」
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
　19:00～21:00　
　　一般￥3,000(当日￥3,500)/学生(大学生以下)￥1,500・全席自由
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

平成29年度定期総会
　10:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯体育大学同窓会　251-5581

中

家庭倫理講演会
　10:30～12:00　　無料・自由席
　家庭倫理の会 神戸市　782-8584

第34回定期演奏会
　18:30～21:00　　￥500・自由席
　神戸ウインドアンサンブル　090-3925-9455（榊）

桂文珍独演会
　12:00～14:30　16:00～18:30　
　　１階席￥4,500・２階席￥3,800・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

大 神戸シンフォニックバンド第37回定期演奏会
　13:30～15:30　　　￥500・自由席
　神戸シンフォニックバンド　050-5579-7058（山田）

大
第43回定期演奏会
　15:00～17:00　　　￥1,000・自由席
　吹奏楽団ブラス・ポルテーニョ　202-9901

中

ベルマーク運動説明会
　10:00～11:30　　無料・自由席・関係者
　公益財団法人ベルマーク教育助成財団　03-5148-7255

中

パク・ジュニョン～Juny's Heart Songs～Acoustic Live
　15:00～未定　　　　￥5,000・指定席
　エムズプロデュース　06-6351-2291

大 アッ！とおどろく「夢芝居」梅沢富美男＆研ナオコ
　14:00～16:30　18:00～20:30　　　￥7,560・指定席
　株式会社グリークス　06-6966-6555

中

神戸文化ホールキネマ　真田十勇士
　10:30～12:45　14:00～16:15　　　￥1,000・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

6/22●木

4●木●祝

5●金●祝 神戸文化ホールロビーコンサートシリーズvol.15
弦楽器シリーズ第１弾！「コントラバスカルテットコンサート」
　14:00～15:00　　　￥500(当日￥700)
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
ロビー

14●金

17●水

18●木

19●金

26●金

25●木

青春落語道場 大倉亭 4月席
　11:00～12:30　14:00～15:30　19:00～20:30
　　￥500(当日￥700)・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
ロビー

第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,000・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

6●木

俳優座劇場プロデュース「もし、終電に乗り遅れたら・・・」
　18:30～20:50　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中7●金

17●月

24●月

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

第43回東西落語名人選中9/24●日
27●木

18●火

MUSIC BOX 2017
　12:30～16:00　　￥2,800・自由席
　ミュージックボックス　341-6227（大西）

25●火

21●金

28●金

10●月

11●火

歌舞伎フォーラム6/22●木

一般発売日8●月 松竹大歌舞伎9/20●水

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）

大

第101回　神戸市吹奏楽祭
　10:30～19:30　　無料・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団　351-3597

大

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）

大

報恩まつり
　13:00～18:00　　無料・整理券
　神戸真宗連盟　732-2295

大

大

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）

大

大

Chage Hall Tour 2017～Have a Dream!～
　18:30～20:30　　￥8,640・指定席
　株式会社夢グループ　0570-064-724

大

ハートフルシネマサロン
　13:30～16:30　18:30～21:30　　無料・自由席
　神戸市保健福祉局　人権推進課　322-5234

中

第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,000・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

中
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,000・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

大
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,000・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

中
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,500・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

大
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,500・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

中
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,500・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

大
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　12:30～16:30（予定）　　￥2,500・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

中

新歓公演　Dear
　14:00～16:00　17:30～19:30　　前売券：￥1,000/当日券:￥1,500・自由席
　Super☆NOVA　080-2747-0332

他
中

神戸Wave《笛フェニックス！》～心を癒すマリンブルーの風～
　14:00～16:00
　　一般前売券：￥3,000（当日券：￥3,500）/
　　学生前売券：￥1,000（当日券：￥1,500）・自由席
　　※未就学児の入場不可
　チームふえnix 神戸　my-flute@xg7.so-net.ne.jp（吉岡）

中

大
Canon Presents ウィーン少年合唱団
　19:00～21:00　　　S席￥6,000/A席￥5,000/B席￥4,000・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
日本香堂謝恩観劇会
　12:00～16:00　　無料・整理券
　株式会社日本香堂　06-6271-8591（植村）

ヤングアメリカンズジャパンツアー2017夏
　18:00～20:00　
　　パンフレット付：￥3,000/パンフレットなし：￥1,000・指定席
　神戸山手学園　090-8983-1394（マツモト）

中

第9回神戸国際フルートコンクール（第1次審査）
　10:30～19:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

第9回神戸国際フルートコンクール（第1次審査）
　10:30～19:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

第9回神戸国際フルートコンクール（第1次審査）
　10:30～16:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

第9回神戸国際フルートコンクール（第2次審査）
　10:30～18:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

第9回神戸国際フルートコンクール（第2次審査）
　10:30～15:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

中

中

29●月 中

30●火 中

中【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

他

11●木

12●金

大
カズンと歌おう！ライブ2017
　18:30～20:30　　　￥4,500・指定席
　公演事務局　06-6966-8000

大

一般発売日

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

第43回東西落語名人選中9/24●日
第4回アンクルン演奏会
　14:00～16:00　　￥1,000・自由席
　認定NPO法人 Present Garden to　785-1516

大

松竹大歌舞伎9/20●水 大

大

大

俳優座劇場プロデュース「もし、終電に乗り遅れたら・・・」
　13:00～15:50　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

佐久間由美子フルートリサイタル
　14:00～16:00　　　　￥3,000（当日￥3,500）・学生￥1,500・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

29●土●祝



神戸市道路公社

■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 
HP：http://www.kobe-toll-road.or.jp/

大倉山駐車場
☎ 078-382-0823

神戸文化ホールすぐ目の前！

10 11大 中開催ホール 大ホール 中ホール 他 他館公演リハ リハーサル室大ホール・
ロビー

大
ロビー

各マークに
ついて 公演時間 入場料 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※価格はすべて税込です…神戸文化ホール
　主催公演 …神戸市室内合奏団出演公演　神戸市混声合唱団 …神戸市民文化振興財団

　主催公演赤字

神戸国際フルート音楽祭「まちを彩る音楽のしらべ」
神戸市混声合唱団　オルガンと合唱の対話～ルネッサンスから現代まで～
神戸聖ミカエル大聖堂
　19:00～20:30　　　￥2,000(当日￥2,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

一般発売日

【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

他

他

【室内】あなたに贈るコンサート
北区民センター　すずらんホール
　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

他

神戸国際フルート音楽祭「まちを彩る音楽のしらべ」
神戸市室内合奏団「弦楽四重奏」～酒心館、日本酒とクラシック音楽の宴～
神戸酒心館ホール
　14:00～16:00　　　￥2,000(当日￥2,500)・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部　361-7241

神戸婦人大学　入学式・開講式
　10:00～11:40　　無料・自由席
　神戸市市民参画推進局　男女共同参画課　322-5179（橋本）

2017年4月 2017年5月Event schedule Event schedule

3●月 平成30年4月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年10月分練習室

抽選日の
お知らせ

歌舞伎フォーラム神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

【室内】わがまちコンサート　ピフレ
新長田ピフレホール
　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

他

1●土

8●土

6●土

13●土

20●土

27●土

2●日

大

大

KOBE・ファミリーコンサート
　14:30～16:00　　￥1,500・指定席・自由席・会員・その他
　神戸市PTA協議会　360-3453

音楽教室発表会
　13:00～15:00　16:00～18:00　　無料・関係者
　新響楽器　06-7655-6527（福岡）

中

花まつり　市民祝賀大会
　10:30～12:00　13:00～16:00　　無料・自由席・整理券
　神戸市佛教連合会　090-7769-2752（濱田）

15●土

22●土

大
啓明学院吹奏楽部　第9回定期演奏会
　17:00～19:00　　無料・自由席
　啓明学院中学校・高等学校　741-1501（内海）

大 第26回定期演奏会
　13:30～16:00　　￥500・自由席
　六甲ヴェルデ吹奏楽団　090-9981-0258

中

川島和正神戸講演会　
世界を旅する8年連続年収1億円ブロガー「夢の叶え方」
　15:00～20:00　
　￥3,000～￥5,000・チケット購入は下記ホームページ参照
　https://t.livepocket.jp/e/6ke7w　090-9168-8940（森）

中

9●日

7●日

14●日

21●日

16●日

23●日

30●日

大

大

神戸花月～春の特別公演2017～
　11:00～13:15　14:30～16:30　18:00～20:00
　　前売り￥4,700/当日￥5,200・指定席
　　5歳以上有料　4歳以下は保護者の膝上鑑賞1名のみ可
　チケットよしもと　0570-550-100　24時間受付
　（お問合せは10:00～19:00　※オペレーター対応可）

クローバーコンサート2017～エンジョイ！クラシック～
　13:30～15:30　　無料・自由席
　クレー管弦楽団　090-3286-5730（馬場）

中

平成29年度昼間部入学式
　13:30～15:30　　無料・関係者
　東亜経理専門学校　371-0150（吉田）

中

平成29年度　神戸情報大学院大学　神戸電子専門学校　入学式
　10:20～11:30　　無料・自由席
　神戸電子専門学校　242-0014

中

【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　743-8092

他

【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　743-8092

他

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）

大

大

1●月

9●火

16●火

15●月

10●水

平成30年5月分大･中ホール･リハーサル室
平成29年11月分練習室

抽選日の
お知らせ

神戸国際フルート音楽祭「世界の音色が集うまち」
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
　19:00～21:00　
　　一般￥3,000(当日￥3,500)/学生(大学生以下)￥1,500・全席自由
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

平成29年度定期総会
　10:30～15:00　　無料・関係者
　神戸市生涯体育大学同窓会　251-5581

中

家庭倫理講演会
　10:30～12:00　　無料・自由席
　家庭倫理の会 神戸市　782-8584

第34回定期演奏会
　18:30～21:00　　￥500・自由席
　神戸ウインドアンサンブル　090-3925-9455（榊）

桂文珍独演会
　12:00～14:30　16:00～18:30　
　　１階席￥4,500・２階席￥3,800・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

大 神戸シンフォニックバンド第37回定期演奏会
　13:30～15:30　　　￥500・自由席
　神戸シンフォニックバンド　050-5579-7058（山田）

大
第43回定期演奏会
　15:00～17:00　　　￥1,000・自由席
　吹奏楽団ブラス・ポルテーニョ　202-9901

中

ベルマーク運動説明会
　10:00～11:30　　無料・自由席・関係者
　公益財団法人ベルマーク教育助成財団　03-5148-7255

中

パク・ジュニョン～Juny's Heart Songs～Acoustic Live
　15:00～未定　　　　￥5,000・指定席
　エムズプロデュース　06-6351-2291

大 アッ！とおどろく「夢芝居」梅沢富美男＆研ナオコ
　14:00～16:30　18:00～20:30　　　￥7,560・指定席
　株式会社グリークス　06-6966-6555

中

神戸文化ホールキネマ　真田十勇士
　10:30～12:45　14:00～16:15　　　￥1,000・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

6/22●木

4●木●祝

5●金●祝 神戸文化ホールロビーコンサートシリーズvol.15
弦楽器シリーズ第１弾！「コントラバスカルテットコンサート」
　14:00～15:00　　　￥500(当日￥700)
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
ロビー

14●金

17●水

18●木

19●金

26●金

25●木

青春落語道場 大倉亭 4月席
　11:00～12:30　14:00～15:30　19:00～20:30
　　￥500(当日￥700)・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
ロビー

第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,000・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

6●木

俳優座劇場プロデュース「もし、終電に乗り遅れたら・・・」
　18:30～20:50　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中7●金

17●月

24●月

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

第43回東西落語名人選中9/24●日
27●木

18●火

MUSIC BOX 2017
　12:30～16:00　　￥2,800・自由席
　ミュージックボックス　341-6227（大西）

25●火

21●金

28●金

10●月

11●火

歌舞伎フォーラム6/22●木

一般発売日8●月 松竹大歌舞伎9/20●水

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）

大

第101回　神戸市吹奏楽祭
　10:30～19:30　　無料・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団　351-3597

大

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）

大

報恩まつり
　13:00～18:00　　無料・整理券
　神戸真宗連盟　732-2295

大

大

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）

大

大

Chage Hall Tour 2017～Have a Dream!～
　18:30～20:30　　￥8,640・指定席
　株式会社夢グループ　0570-064-724

大

ハートフルシネマサロン
　13:30～16:30　18:30～21:30　　無料・自由席
　神戸市保健福祉局　人権推進課　322-5234

中

第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,000・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

中
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,000・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

大
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,000・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

中
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,500・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

大
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,500・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

中
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　10:00～19:00（予定）　　￥2,500・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

大
第30回こうべ全国洋舞コンクール
　12:30～16:30（予定）　　￥2,500・自由席
　兵庫県洋舞家協会　362-7086

中

新歓公演　Dear
　14:00～16:00　17:30～19:30　　前売券：￥1,000/当日券:￥1,500・自由席
　Super☆NOVA　080-2747-0332

他
中

神戸Wave《笛フェニックス！》～心を癒すマリンブルーの風～
　14:00～16:00
　　一般前売券：￥3,000（当日券：￥3,500）/
　　学生前売券：￥1,000（当日券：￥1,500）・自由席
　　※未就学児の入場不可
　チームふえnix 神戸　my-flute@xg7.so-net.ne.jp（吉岡）

中

大
Canon Presents ウィーン少年合唱団
　19:00～21:00　　　S席￥6,000/A席￥5,000/B席￥4,000・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

大
日本香堂謝恩観劇会
　12:00～16:00　　無料・整理券
　株式会社日本香堂　06-6271-8591（植村）

ヤングアメリカンズジャパンツアー2017夏
　18:00～20:00　
　　パンフレット付：￥3,000/パンフレットなし：￥1,000・指定席
　神戸山手学園　090-8983-1394（マツモト）

中

第9回神戸国際フルートコンクール（第1次審査）
　10:30～19:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

第9回神戸国際フルートコンクール（第1次審査）
　10:30～19:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

第9回神戸国際フルートコンクール（第1次審査）
　10:30～16:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

第9回神戸国際フルートコンクール（第2次審査）
　10:30～18:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

第9回神戸国際フルートコンクール（第2次審査）
　10:30～15:00頃　
　　全公演自由席　詳細はHPで（www.kobe-bunka.jp/flute）
　神戸国際フルートコンクール運営委員会事務局
　（公財）神戸市民文化振興財団事業二部　文化振興課　351-3597

中

中

29●月 中

30●火 中

中【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

他

11●木

12●金

大
カズンと歌おう！ライブ2017
　18:30～20:30　　　￥4,500・指定席
　公演事務局　06-6966-8000

大

一般発売日

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

第43回東西落語名人選中9/24●日
第4回アンクルン演奏会
　14:00～16:00　　￥1,000・自由席
　認定NPO法人 Present Garden to　785-1516

大

松竹大歌舞伎9/20●水 大

大

大

俳優座劇場プロデュース「もし、終電に乗り遅れたら・・・」
　13:00～15:50　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

佐久間由美子フルートリサイタル
　14:00～16:00　　　　￥3,000（当日￥3,500）・学生￥1,500・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

29●土●祝
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ほーるめいと

神戸音楽友の会の新規会員募集は
2017年3月末をもって終了いたしました 神戸文化ホール 平成29年度年間プログラムP.4

P.8

P.2・3

P.4・5

編集・発行

交通のご案内

（公財）神戸市民文化振興財団　神戸文化ホール 〒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

事務所受付／［火曜日～土曜日］9：00～17：00　※2017年4月1日より受付日が変更になります[月曜日～金曜日]　
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
●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

ハーバー
ランド駅
ハーバー
ランド駅

市営地下鉄海岸線
阪神高速3号神戸線

神戸高速鉄道

大倉山駐車場

大倉山駅

神戸地裁

中央図書館
大倉山公園

神戸大学付属病院

中央体育館

男女共同参画
センター

湊川神社

高速神戸駅

神戸駅

至 阪急三宮

至 三宮

至 三宮

至 阪神三宮

至 阪神高速 京橋IC

至 三ノ宮

至 須磨

至 西神中央

市営地下鉄西神山手線

JR神戸線

至 明石

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　大倉山駐車場　TEL 078-382-0823

チケットの優先予約
チケットの割引購入
（１公演につき４枚まで）

情報誌の送付
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。

一般発売日以前に予約ができます
神戸文化ホール自主公演は１割引
神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団が出演する指定公演は２割引　※2017年4月1日より
神戸文化ホールの公演情報誌「ほーるめいと」を隔月でお届けします

神戸音楽友の会に関するお問い合わせはこちらまで
→　(公財)神戸市民文化振興財団 演奏部 TEL 078-361-7241

神戸文化ホールプレイガイド（受付時間10：00～18：00）
ホームページ（一部販売していない公演もございます）

TEL 078-351-3349 または 6105
http://www.kobe-bunka.jp/hall/

年会費

会員特典

問合先

お知らせ

2,160円（税込・入会時から１年間）

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

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

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

大ホール座席表 中ホール座席表

座席表

大ホール

中ホール

神戸文化ホール友の会会員募集中神戸文化ホール友の会会員募集中

神戸市室内合奏団

9/20
（水）

9/24
（日）

定期演奏会（第139回定期公演）

★ 財団が管理運営する施設に、神戸アートビレッジセンターが加わります（2017年4月1日より） ★

松竹大歌舞伎　

第43回
東西落語名人選

© seiko miyawaki

2017年春、神戸がフルートの音色につつまれる
2017.5.25(THU)-6.4(SUN)

第9回第9回

6/17
（土）


