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神戸の街で身近に気軽にプロの歌声に親しむことができる役
割を果たしてきた神戸市混声合唱団。ソロの声楽家としても活
躍する団員たちが、国内外で高く評価される美しいハーモニー
を響かせる。1989年に神戸市が同団を設立して今年で30周年
を迎えることを記念し、5月のコンサートでは同じくプロ合唱団
として著名な東京混声合唱団と共演。日本を代表する2つの
合唱団の魅力と合唱の醍醐味を心ゆくまで味わおう。

神戸市混声合唱団
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神戸の街で愛されて30周年



珠玉のハーモニーを響かせて
神戸市混声合唱団

珠玉のハーモニーを響かせて
多彩な作品に挑戦する定期演奏会、ミュージカルやポップス等も取り入れ団員が企画する区民ホールでの公演等、

年間約100公演を行う神戸市混声合唱団。30年の歩みと合唱団のこれからを聞いた。

日　5月17日（金）19:00開演
所　神戸文化ホール大ホール
　　（中央区楠町4-2-2）
￥　S席4,000円、A席3,000円、
　　25歳以下1,000円
問　（公財）神戸市民文化振興財団
　　演奏課 ☎361-7241

日本屈指の合唱団への軌跡
1989年の設立以降、活動の広がりや団
員を支え続けてきた神戸市混声合唱
団マネージャーの皆本美千代さんが
30年を振り返る。

1995年の阪神・淡路大震災では、被災地に入れない団員
たちがすぐに関西の商業施設等で義援金コンサートを行
いました。また、被災した人の思いに音楽で寄り添いたい
と、市内各地の避難所でコンサートを始めました。これが、
今も続くしあわせの村（北区）でのマンスリーミニコン
サートの始まりです。心を合わせ、聴く人の心に寄り添う
合唱は、今も脈 と々団員に受け継がれています。

すべてが印象に
残っています！

大震災の中で心に寄り添う歌を

2010年にラトビア共和国リガ市の合唱団と姉妹合唱団提
携を締結しました。これを機に、リガ市で行われる世界規
模の合唱祭への出演、同団との共演、ラトビアの指揮者を
招いた公演等で交流を重ねています。自然で自由な声を
大切にするラトビアの歌唱技術の習得は、合唱団の技術
向上に大きな役割を果たしています。

“合唱の国”ラトビアとの交流

歴代の指揮者、音楽監督のご尽力で、合唱団は日本歌
曲からオペラ、アカペラ、ポップス、シャンソン、宗教曲
等、ジャンルを超えた広いレパートリーを演奏致してお
ります。神戸市混声合唱団員は、2年に1度実施される資
格審査やオーディションにより、団員である誇りと、さら
なるスキルアップのために日々熱意をもって研鑽を積ん
でおります。

歴代指導者による幅広いレパートリー

コンサートマスター、
　コンサートミストレスからメッセージ
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コンサートマスター 福嶋 勲さん（バス）

コンサートミストレス 内藤 里美さん（ソプラノ）

公演情報 神戸市混声合唱団 設立30周年記念 特別定期演奏会
東の東京混声合唱団　西の神戸市混声合唱団

日本を代表する2つの合唱団が、合同や単独、女声、男声な
ど様々な編成でハーモニーを披露。曲目は、日本の唱歌や
神戸市混声合唱団音楽監督・松原千振が造詣の深いシベ
リウスの「恋する人」op.14ほか。NHK全国学校音楽コン
クール、全日本合唱コンクールの課題曲も披露し、合唱に
親しむ全ての人に合唱の神髄を届ける。

子ども向けコンサートも
これまで「あなたに贈るコンサート」の名称で親

しまれてきた神戸市混声合唱団、神戸市室内管弦

楽団の公演が2019年度から「区民センターシ

リーズ」の名称に変わる。また、子どもたちに神戸

ならではの本物の音楽に触れてもらいたいと、「こ

どもコンサートシリーズ」を7、8月に開催する。
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教会でのコンサート 小学校公演オペレッタ「泣いた赤鬼」
定期演奏会

コンサートマスターとして常に願うことは、どれだけ演奏の場が増
えても、その大小に関わらず、一つ一つの演奏に対し全団員が
【誠実】に取り組むことです。それは、お客様に対して、楽曲に対し
て、そして舞台を共にする仲間に対しても…。うれしいことに、団
員たちはじめスタッフ皆の努力で、応援をしてくださるお客さまも
年々増え、今では満員御礼も珍しいことではなく
なってきました。しかしおごることなく、これから
もそんな【誠実】さをしっかりと持った団でありた
いと思います。

皆さまこんにちは！神戸市混声合唱団は在団30年の素敵な先
輩歌い手から、大学院を修了したばかりのピチピチの歌い手ま
での幅広い年代のメンバーで構成されています。みんな強烈な
個性の塊。そんな団員一人一人が企画を担当する公演がありま

すが、それぞれの個性が爆発して魅力たっぷりな
公演となっています！年代を超え、お互い信頼し
尊敬しあえる仲間だからこそ作れるハーモニー。
これが神戸市混声合唱団にしか作れない音なの
ではと思います。



知らなかった場所へ、ぜひ行ってみたい。（姫路市 山崎さん）VOICE「！みどころ」コメント、的確で助かります。（灘区 玉田さん）VOICE

※休館日は、祝休日と重なる場合等は変更される場合があります。必ず施設にご確認ください｡記載のない場合､所在地は神戸市
内で市外局番は078です｡また、問マークのない場合は、施設にお問い合わせください。※　マークはプレゼントがあります｡

 兵庫県立神戸生活創造センター
 県民ギャラリー
中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー2階
☎360-8530 □休会期中無休

第40回兵庫県佛像彫刻協会展
5／8（水）～12（日） ●￥無料

“収蔵品と関わる作家”をテーマに歩んだ軌跡

企画展にみる10年の成果 美術館を紡いだ作家たち

ART［アート］

selection

 神戸文学館
灘区王子町3-1-2 ☎882-2028
□休水曜

モダニズムの原風景
竹中郁と原田の森
～6／9（日） ●￥無料

 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

水車大工 
～5／12（日）●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料

 GALLERY北野坂
中央区山本通1-7-17 ☎222-5517
□休会期中無休

金場昭子作陶展－陶に遊ぶ partⅥ－
5／14（火）～19（日） ●￥無料

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500
□休火曜

映画「地蔵とリビドー」
「描きたい、が止まらない」関連展示
知的障害や精神疾患を持つアーティス
トの作品の魅力、アール・ブリュット作家・
古久保憲満に迫る2本の映画上映とと
もに、彼らの作品を展示する。
5／8（水）～13（月）※映画上映は5／11（土）～24
（金）、各作品の上映日時は要確認 ●￥無料※映画鑑賞有料

BBプラザ美術館

～6／16㊐
●所 灘区岩屋中町4-2-7BBプラザ2階  ●休 月曜休館
●￥ 一般400円、65歳以上200円、大学生以下無料 ●問 ☎802-9286

今年7月に迎える開館10周年を記念し、
これまでに企画展を開催した17作家の
作品を集めて、その歩みを振り返る。美術
館では取り上げられる機会が少ない作家
らも積極的に取り上げてきた同館の軌跡
を、日本画、油彩画、立体、版画、彫刻
等、200点以上の多彩な作品からたどり
つつ、新たな展開への契機とする。

辰野登恵子《Sept-10-2000》
2000年

 神戸ゆかりの美術館
東灘区向洋町中2-9-1 ☎858-1520
□休月曜

絵画と社会～神戸の行動美術、各人の道～
戦後に二科会を離れて行動美術協会を
結成し、神戸で活躍した古家新、田中忠
雄らに焦点を当てる。新収蔵品として、
川西英の軸装木版画も公開。
～6／2（日） ●￥一般200円、
大学生・65歳以上100円、高校生以下無料

 神戸市立小磯記念美術館
東灘区向洋町中5-7 ☎857-5880
□休月曜

小磯良平作品選Ⅰ－小磯芸術の流れ－
昨年11月からの改修工事を終えて再開。
小磯良平の中学時代から、集大成期と
いえる1970～80年代までの作品を、資
料や関連作家の作品とともにたどる。
5／18（土）～6／30（日）
●￥一般200円、大学生100円、
高校生以下無料

 横尾忠則現代美術館
灘区原田通3-8-30 ☎855-5607
□休月曜

横尾忠則 大公開制作劇場
～本日、美術館で事件を起こす
～5／6（月・休）
●￥一般700円､大学生550円、
70歳以上350円、高校生以下無料

 KOBEとんぼ玉ミュージアム
中央区京町79日本ビルヂング2階
☎393-8500

ART MARBLE&PAPERWEIGHT 2019
～6／3（月） ●￥一般400円、中小200円

 ギャラリーヤマキファインアート
中央区元町通3-9-5 2階 ☎391-1666
□休日曜・月曜

狗巻賢二 Study Umber ・・・。
1943年大阪生まれの「もの派」、現代芸
術家の狗巻賢二。繊細な色彩のハーモ
ニーを成す新作絵画を中心に展示する。
5／3（金・祝）～6／15（土） ●￥無料

浮世絵の黄金期を代表する5人
の浮世絵師にスポットを当てる。
2011年の展覧会で取り上げた喜
多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北
斎、歌川広重に歌川国芳を加え、
展示作品も一新しより充実した内
容に。歌麿の美人画、写楽の役者絵、北斎の富士山、広重の風景画、
国芳の武者絵等、それぞれの真骨頂を堪能できる約150点が一堂に。

4／20㊏～6／16㊐ ●所 姫路市本町68 ●休 月曜休館
●￥ 一般1,000円、大学生700円、高校生以下無料
●問 ☎079-288-9011　

兵庫県立歴史博物館

五大浮世絵師展
歌麿 写楽 北斎 広重 国芳

葛飾北斎「冨嶽三十六景　凱風快晴」
1831年頃
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 笹倉鉄平ちいさな絵画館
西宮市能登町11-17 ☎0798-75-2401 
□休火曜・水曜

絵と、花と、音楽と
～7／1（月） ●￥一般300円、
大学生200円、高中小100円

市外の美術館・博物館情報

5
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 明石市立文化博物館
明石市上ノ丸2-13-1 ☎918-5400
□休会期中無休

江口寿史イラストレーション展 彼女
～世界の誰にも描けない君の絵を描いている～
～5／19（日） ●￥一般1,000円、
大高700円、中学生以下無料
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 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜

没後130年 河鍋暁斎
～5／19（日）
●￥一般1,400円､大学生1,000円、
70歳以上700円、高校生以下無料

コレクション展Ⅰ 
特集「境界のむこう」
「境界」をキーワードに、同館のコレクショ
ンを「他者／自己」「東／西」「生／死」
等6つのテーマに分けて展示。絵画、写
真、版画、彫刻等多彩なジャンル・時代
の作品を集める。
～6／23（日）
●￥一般500円､大学生400円、
70歳以上250円、高校生以下無料

 白鶴美術館
東灘区住吉山手6-1-1 ☎851-6001
□休月曜

本館 白鶴美術館の中国陶磁器 
釉色への憧憬－宋時代を中心に－
～6／9（日） ●￥一般800円、
大高・65歳以上500円、中小250円

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

第60回記念公募
兵庫県美術家同盟展
5／14（火）～19（日） ●￥無料

第35回日本篆刻展
5／22（水）～26（日） ●￥無料

 香雪美術館
東灘区御影郡家2-12-1 ☎841-0652
□休月曜

四世梅若実襲名記念
幽玄の世界への誘い
～5／6（月・休） ●￥一般800円、
大高500円、中学生以下無料

いざな
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宮崎県で生まれ、神戸港から世界へ
羽ばたいたファッションデザイナー・鳥
丸軍雪。独創的なカッティングや美し
いドレープを得意とし、「絹の彫刻家」
と呼ばれ、英国オートクチュール界に
多大な影響を与えてきた。彼の代表作
とともにデザイン画等も展示し、伝説
のデザイナーの世界観を紹介する。

神戸港から世界へ翔け60年

伝説のファッションデザイナー　鳥丸軍雪展

神戸ファッション美術館

～6／23㊐
●所 東灘区向洋町中2-9-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般1,000円、大学生・65歳以上500円、高校生以下無料
●問 ☎858-0050

イブニングドレス 1974年

とり

まる ぐん ゆき

BBプラザ美術館 学芸員 宮本亜津子さん
「暮らしの中にアートを」。当館に訪れてくださる方々にとって「気
軽にアートと触れ合う場」となり、「日常のなかに美を見出す視点を

提案できる場」となることを目指して、開館時から標榜している言葉です。今
展のみどころの一つは、一貫して抽象表現を追求した辰野登恵子さんの絵
画作品です。独創的で豊潤な色とかたち、マチエールは必見です。この機会
にぜひご覧ください。

みどころ

てん こく



ジャズ他音楽、映画、展覧会などの情報がありがたいです。
好きなことがいっぱいです。（垂水区 中村さん）

VOICEずっと愛用させてもらってます。
だんだん内容も豊富になり充実してきていて、いいですね。（兵庫区 宇城さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
5／15（水）12：10
●問神戸シティホールコンサート実行委員会
☎322-5165
長田区役所区民ギャラリー
5／15（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館   
5／11（土）14:00
●問ひょうごアーティストサロン ☎321-2005

ロビーコンサート［無料］

日時・休館日などは変更になる場合があります。記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は078です。また、問マーク
のない場合は、施設にお問い合わせください。※料金（　）は前売り料金を表記しています｡※　マークはプレゼントがあります｡

全国大会目指して歌声競う

全日本シャンソン・ポピュレールコンクール
2019神戸大会
シャンソンからミュージカルまで西洋の
ポピュラーソングの分野で、公募によ
る出演者からグランプリを決める大会
の地区大会。テープ審査を通過した
出場者53人が、全国大会を目指して
歌声を披露する。

東灘区民センター うはらホール

5／11㊏13：00開演
●所 東灘区住吉東5-1-16 ●￥ 2,500円
●問 （一社）日仏友好シャンソンKAKEHASHI ☎381-6202

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

アンサンブル・ヴィオ神戸
第19回定期演奏会
「バロック協奏曲の愉しみ」をテーマに、
バッハとヘンデルの協奏曲を演奏。
5／19（日）14:00 ●￥無料
●問☎080-6109-5641（中野）

 兵庫県民会館 けんみんホール
中央区下山手通4-16-3 ☎321-2131

新進芸術家育成プロジェクト・リサイタルシリーズ
星山智子ピアノリサイタル
5／10（金）19：00
●￥1,500円
●問（公財）兵庫県芸術文化協会
☎321-2002

湊川公園・新開地商店街一帯

5／11㊏・12㊐
●所 湊川公園と新開地商店街近辺の10会場 ●￥ 無料
●問 新開地音楽祭事務局 ☎576-1218

街中が音楽であふれる2日間

第19回新開地音楽祭
新開地の初夏の名物イベントで、街
一帯が音楽で包まれる。全国各地か
ら集まった約250組のバンドの路上ラ
イブがお昼から夕方まで繰り広げられ
るほか、11日のメインステージには昭
和歌謡ブームの火付け役ともなったシ
ンガーの大西ユカリがゲスト出演。

昨年の野外ライブの様子

2018年コンクールの様子

8
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5／12㊐14:30開演 ●所 中央区熊内橋通7-1-13
●￥ 一般2,000円、学生1,500円 ●問 神戸芸術センター ☎241-7477

2014年に難治性の疾患、ジストニアを発症
し、以後、右手のみでの演奏を行っているピ
アニスト樋上眞生の演奏会。自身が編曲し
たチャイコフスキーやフォーレ、バッハ、尾上
和彦の作品を演奏する。

神戸芸術センター芸術劇場

右手だけで奏でる音楽

樋上 眞生ピアノリサイタル

樋上眞生

大ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

六甲ヴェルデ吹奏楽団
第28回定期演奏会
曲目はヒナステラのバレエ組曲「エスタ
ンシア」ほか。
5／12（日）13:30
●￥一般500（400）円、大学生以下無料
●問☎080-3031-9607（寺尾）

アンサンブル・オルタンシア・神戸 
第8回定期演奏会
バロック音楽をレパートリーとする市民弦
楽合奏団。ヴィヴァルディの「2つのヴァ
イオリンとチェロのための協奏曲」　
RV578ほかを演奏する。
5／26（日）13:30
●￥一般1,000円、小学生以下無料
●問同楽団 ☎080-3101-7493

神戸市室内管弦楽団 定期演奏会
バッハ、ブリテン、バルトークの弦楽合奏
の珠玉の作品を贈る。バッハのブランデン
ブルク協奏曲第3番ト長調BWV1048、
ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調
BWV1041では、ヴァイオリン独奏に世
界で活躍するエリーザベト・ヴェーバーを
迎える。
6／1（土）14:00 
●￥一般4,000円、25歳以下1,000円
●問（公財）神戸市民文化振興財団演奏課 
☎361-7241

中ホール

ヴォーカル、トランペット、ベース、ピアノ
で構成するオーストリアを拠点に活動
する多国籍タンゴアンサンブル「カル
テット カメセッレ」の公演。独自の解釈
でタンゴ、クラシック、ジャズ、オペラと
ジャンルも時代も超えた音楽を演奏す
る。ベリーダンスとの共演も。

5／19㊐15：30開演
●所 中央区江戸町100高砂ビル2階 ●￥ 4,000（3,500）円
●問 ムジカ アルコ・イリス ☎080-3853-9363（安田）

100BANホール

タンゴアンサンブル「カルテット カメセッレ」
初来日ツアー神戸公演

カルテット カメセッレ

神戸女学院小ホール

 兵庫県立芸術文化センター
西宮市高松町2-22

ゲーテ・コア演奏会
メンデルスゾーンとブラームスの夕べ
ブラームスの「愛の歌」作品52を、4声の混
声合唱とソリストで贈る。指揮は畑儀文。
5／29（水）19:00 ●￥2,000円
●問☎090-3860-3510（米川）

市外の音楽情報
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 神戸市産業振興センター
 ハーバーホール
中央区東川崎町1-8-4 ☎360 -3200

0歳から大人まで楽しめるコンサート
あいのみょうやく
ドニゼッティのオペラ「愛の妙薬」を、小さ
な子どもたちも楽しめるようにイラストを使
った映像とオペラ歌手の生演奏で上演。
5／3（金・祝）14:00
●￥中学生以上2,500（2,200）円、
4歳以上1,600円（1,400）円、
3歳以下500円
●問みんなでたのしむこんさぁと制作実行委員会
☎881-8871

神戸マンドリンオーケストラ
第5回定期演奏会
モーツァルトの歌劇「魔笛」序曲等を、マ
ンドリンによる合奏で演奏する。
5／12（日）14:00 ●￥500円
●問同楽団 ☎0774-66-4807※夜間のみ

9

10

 神戸新聞松方ホール
中央区東川崎町1-5-7 ☎362-7111
●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

アンサンブル神戸
0歳からのこどもの日コンサートVol.6
5／6（月・休）10:30
●￥一般1,500（1,000）円、
高校生以下1,000（500）円

崎谷明弘 ピアノリサイタルVol.7
神戸育ちのピアニスト崎谷明弘によるべー
トーヴェンのピアノソナタ第14番「月光」ほか。
5／25（土）17:00
●￥一般4,000（3,500）円、
高校生以下無料※要事前申込

西神戸混声合唱団
第21回定期演奏会
曲目は、ベースの生演奏とともに届けるミ
サ曲とジャズのコラボレーション「Nidaros 
jazz mass」や「遠くへ行きたい」ほか。
5／26（日）14:00 ●￥1,000円
●問☎090-6821-6272（住友）

11

 六甲オルゴールミュージアム
灘区六甲山町北六甲4512-145  ☎891-1284

花 と々オルゴール
～KOBE香水物語に包まれて～
六甲をイメージした香水が香る室内で、六
甲山の花の映像とオルゴール等での季節
を感じさせる楽曲の音色を楽しめる。
5／10（金）～7／11（木）
●￥中学生以上1,030円、4歳～小学生510円
※入館料として

 神戸聖愛教会
中央区生田町1-1-27 

レ・グ・レユニ～美感の融合～
関西出身の若手古楽演奏家のコンサー
ト。バロック音楽全盛期のフランスの宮廷
音楽を中心に演奏する。
5／5（日・祝）16:00
●￥一般3,500（3,000）円、学生2,000円
●問同演奏会事務局 ☎080-2476-9314

オリジナル楽器による弦楽四重奏
モーツァルト、ハイドン、ボッケリーニの弦
楽合奏等を披露する。
5／19（日）15:45 
●￥一般3,000円、学生1,000円
●問☎090-4285-3829（中村）



CULTURE

 神戸芸術工科大学 吉武ホール
西区学園西町8-1-1 ☎794-2112

神戸みんなの映画会
海の牙
潜水艦を舞台に人間の狂気を描く。
5／25（土）16:00 ●￥無料

今回も見逃していた映画をC情報で見つけ楽しみにしています。
ありがとうございました。（須磨区 福田さん）

VOICEなかなか京都にいたら手に入らない情報がいっぱいで週末のお出掛け計画に
大変参考になっています。（京都市 小堀さん）

VOICE

葺合文化センター 大ホール

名作童話の「おやゆびひめ」と絵本原作の「はら
ぺこプンタ」。かわいらしい動物たちがたくさん登場
する、愛の大切さを伝える感動いっぱいの2作品。

THEATER［シアター］

selection

5／5㊐㊗14:00開演 ●所 中央区旗塚通4-4-1
●￥ 一般1,000円、4歳～小学6年生500円、親子ペアチケット1,200円
●問 葺合文化センター ☎242-0414

イスラームの国々の今を知る

イスラーム映画祭4

CINEMA［シネマ］

selection

イスラームの文化が根付く国々
に生きる人々の姿を映した映画
を紹介する。今年は子どもを取り
上げた作品が多いのが特徴。
“イスラームと科学”をテーマにし
た『イクロ クルアーンと星空』、
内戦が続くイエメンの子どもが現地の声を集めたドキュメンタリー『子ど
もたちと戦争』、実際の難民の子どもたちが出演する『その手を離さな
いで』ほか、11プログラム12作品を上映する。

元町映画館

4／27㊏～5／3㊎㊗※各作品の上映日時は要確認
●所 中央区元町通4-1-12 ●￥ 一般1,500円、シニア1,100円、
学生1,000円※1作品ごと ●問 ☎366-2636

『イエメン：子どもたちと戦争』

「はらぺこプンタ」

※日時・休館日などは変更になる場合があります。記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は078です。また、問マーク
のない場合は、施設にお問い合わせください。※料金（　）は前売り料金を表記しています｡※　マークはプレゼントがあります｡

幻想的な影絵の世界へ

影絵劇団かしの樹　おやゆびひめとはらぺこプンタ

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

0歳からの人形劇体験
「たったか たったか たったかた」ほか
てんたん人形劇場による、0歳児から楽
しめる簡単な言葉の繰り返しとシンプル
なつくりの人形劇。
5／25（土）10:30
●￥0歳以上500円※要申込、先着

 湊川神社神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

上方落語 桂文我独演会 第六回
桂文我が『青菜』『是清』『源平盛衰記』
を披露する。
5／19（日）14:00 ●￥4,000（3,000）円 
●問同事務局 ☎090-1414-9883

 神戸ポートオアシス
中央区新港町5-2

また逢う日まで
一般公募の市民による演劇作品の上
演。天国の待合室が舞台。
5／18（土）15:00 
●￥2,500（2,000）円 
●問座・市民劇場実行委員会
☎391-5543

 伊丹市立演劇ホール（アイホール）
伊丹市伊丹2-4-1 ☎072-782-2000

オフィスコットーネ 
改訂版『埒もなく汚れなく』①
『山の声』②
早逝した劇作家・大竹野正典の生涯と、
孤高の登山家・加藤文太郎の最後の山
行を追った2作品を同時上演。
5／24（金）～27（月）●￥①3,300円、
②2,800円、2作品通し券5,800円

市外の催し

 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

バーレスク／レ・ミゼラブル
4／29（月・祝）～5／4（土・祝）
●￥一般1,200円、大専・シニア1,000円、
高中900円、小学生700円

KAVCホール

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

夜明けの祈り
5／17（金）①11:00②14:00③19:00、
18（土）①11:00②14:00③18:00
●￥一般1,700（1,300）円、
大学生以下・障がい者・シニア1,300円
●問神戸映画サークル協議会 ☎371-8550

中ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

フジコ・ヘミングの時間
世界を巡るピアニスト、フジコ・ヘミングの
素顔を解き明かす。
5／29（水）①10:30②14:00 ●￥1,000円

神戸アートビレッジセンター

多層プロジェクションによる映画上映に、20台
以上のスピーカーを駆使した立体音響システ
ム「アクースモニウム」の演奏が重なる。

5／12㊐18:00開演 ●所 兵庫区新開地5-3-14
●￥ 一般1,200（1,000）円、学生500円
●問 神戸アートビレッジセンター ☎512-5500

©Yokoyama Ryuhei.jpg

音から作る映画のパフォーマンス上映

サロメの娘／アクースモニウム

 シネ・リーブル神戸
中央区浪花町59神戸朝日ビルディング
地下1階・4階 ☎334-2126

ドント・ウォーリー
5／3（金・祝）～

イメージの本
ゴダールの最新作。世界が向かおうとす
る未来を描く映像作品。
5／10（金）～
●￥一般1,800円、大専1,500円、
シニア1,100円、高校生以下1,000円

大ホール・中ホール

大ホールロビー

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

第32回こうべ全国洋舞コンクール
クラシックバレエ、モダンダンス、創作の
3部門のコンクール。全国から集まった
若手舞踊家たちがその技術を競う。
5／3（金・祝）～6（月・休）
●￥5／3・4の観覧2,000（1,500）円、
5／5・6の観覧2,500（2,000）円
●問「こうべ全国洋舞コンクール」実行委員
会事務局 ☎362-7086

青春落語道場 大倉亭 5月席
①笑福亭智之介道場、②桂三ノ助道
場、③桂三語道場の3部構成。
5／15（水）①11:00②15:00③19:00
●￥700（500）円
●問神戸文化ホールプレイガイド
☎351-3349
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①行事名②開催日時③会場（住所と電話番号）④主な出演者⑤料金⑥主催者名⑦問い合わ
せ（電話番号とFAX番号）を記入の上、下記へ。読者プレゼントも歓迎します。
〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1ベイ・ウイング神戸ビル10階
（株）イディー内「ＫＯＢＥ Ｃ情報編集室」
☎078-331-5255 ＦＡＸ078-331-7800 E-mail：kobe_c_info@idee-kobe.com
※情報提供は開催月の前々月の15日が最終締切（例7月5日の行事は5月15日必着です）。
紙面の都合により掲載が難しい場合もあります。あらかじめご了承ください。

情報をお寄せください

KOBE C情報はWEBでも見ることができます。
http://www.kobe-bunka.jp/c/

【応募方法】はがきにプレゼント番号、イベント名、郵便番号、住所、名前、年齢、
電話番号、「KOBE C情報」へのご感想・ご意見、「KOBE C情報」の入手場所を
記入の上、〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1ベイ・ウイング神戸10階（株）
イディー「ＫＯＢＥ Ｃ情報プレゼント係」へお送りください。

【応募締め切り】❻❼❽❾は5月7日（火）必着（チケット到着日が公演日の直前にな
る可能性があります。あらかじめご了承ください）、その他は5月10日（金）必着。
※当選はプレゼントの発送をもって発表にかえさせていただきます。
※1314のプレゼントは、5月13日（月）以降の発送となります。
※このコーナーに応募された際の個人情報の取り扱いについては、発行者である（公財）神戸市
民文化振興財団および受託者（株）イディーにおいて厳重に管理し、プレゼントの発送・関連する
お問い合わせのみにおいて利用します。応募された方の個人情報は事前の同意・承諾を得ずに
第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。

特集
❶神戸市混声合唱団 設立30周年記念 特別定期演奏会
（（公財）神戸市民文化振興財団演奏課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
ART MUSEUM
❷企画展にみる10年の成果 美術館を紡いだ作家たち（BBプラザ美術館）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸伝説のファッションデザイナー 鳥丸軍雪展（神戸ファッション美術館）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹五大浮世絵師展（兵庫県立歴史博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺絵と、花と、音楽と（笹倉鉄平ちいさな絵画館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❻江口寿史イラストレーション展 彼女（明石市立文化博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❼樋上 眞生ピアノリサイタル（神戸芸術センター）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❽タンゴアンサンブル「カルテット カメセッレ」（ムジカ アルコ・イリス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
❾第5回定期演奏会（神戸マンドリンオーケストラ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
10崎谷明弘 ピアノリサイタル（神戸新聞松方ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
11六甲オルゴールミュージアム入館券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
12ゲーテ・コア演奏会（ゲーテ・コア）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
CINEMA
13「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
14「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
15夜明けの祈り（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT ジャズのお店と生演奏を楽しむ
「KOBE JAZZ WALK」

CULTURE

今年12月14日（土）に神戸文化ホール大ホールで行う「市民の第九2019」
コンサートへの出演者を募集しています。出演者は12月までに下記2つの
クラスまたは、合同練習を受講していただきます。神戸市内在住者はもち
ろん市外に住む方、合唱未経験の方も参加歓迎です。

募集講座
1「はじめての第九」クラス　
●対象／基礎から学びたい方
●期間／6月～7月（計8回）
●練習場所／下記①④⑥⑧
2「第九をうたおう」クラス
●対象／「第九」や合唱経験者の方
●期間／8月～11月（計10回）
●練習場所／下記①③④⑥⑦⑧

■「合同練習」※全員参加
●対象／「第九」を暗譜で歌える方・
　　　　ボイスチェックを受けられた方
●期間／10月～12月
　　　　（計5回＋リハーサル）
●練習場所／神戸文化ホール

INFORMATION

神戸の代名詞の一つともいえるジャズを、1日に様々な店舗で楽しめる
イベント。普段からジャズライブを開催している市内の13店舗が、5月5日
に一斉に3ステージのライブを行う。ヴォーカルありのグループも楽器の
みのグループもビッグバンドも登場。ぜひ気になる店舗、お店に足を運
んでみて。

■日時　5月5日（日・祝）
　　　　いずれの店舗も①13:00～13:40
　　　　　　　　　　　②14:30～15:10
　　　　                   ③16:00～16:40

みんなが知っているあの童話とは、ちょっぴりち
がう？大人も子どもも楽しめる、あるお姉ちゃん
と弟のおはなし。

8月21日（水）・22日（木）
各15:00開演（14:30開場）

●会場／神戸文化ホール 大ホール舞台上（中央区楠町4-2-2）
●料金／大人2,500円、子ども1,000円、親子ペア3,000円
●問い合わせ／神戸文化ホールプレイガイド☎351-3349
チケット発売は5月28日（火）から

サロン・ド・あいり（☎241-1898）／小場真由美トリオ＆荒畑佐千子
Great Blue（☎231-0071）／安藤義則トリオ＆高橋リエ
ヘンリー（☎391-2689）神戸ディキシーランドビッグメン＆石井順子
JAZZ BARグッドマン（☎392-1253）／大石麻維子カルテット＆阪井楊子
DAY BY DAY（☎391-8678）／ジプシージャズバンド モンデュー
Bar Martini（☎322-1117）／浅井良将カルテット＆北浪良佳
音楽遊場Do Be Do Bar！（☎200-5324）／木村一宏デュオ＆林けい子
ソネ（☎221-2055）／北村英治カルテット
Y’s Road（☎241-8803）／五島健史カルテット＆青木まきほ
Midnight Sun（☎242-1000）／青木美江トリオ＆麻生優佳
Basin Street（☎261-8939）／石川武司トリオ＆三田裕子
MUSIC BAR エリース（☎252-2728）／勝浦優トリオ＆Ellie
ピックアップ（☎241-7566）／畑ひろしデュオ＆宮藤晃妃

問い合わせ
①東灘区民センター ☎822-8333
②葺合文化センター ☎242-0414
③生田文化会館      ☎382-0861
④北区民センター    ☎593-1150

⑤須磨区民センター ☎735-7641
⑥西区民センター    ☎991-8321
⑦北神区民センター ☎987-3400
⑧垂水勤労市民センター ☎708-8901

■参加店舗と出演バンド

■料金　1ステージ1,000円

2019年の第九は神戸文化ホールで
合唱講座受講生募集

詳しくは 検索神戸市民文化振興財団

サマージャンボリー2019 オカシナ　セカイ

グレーテルとヘンゼル

脚本：スザンヌ・ルボー　演出：ジェルヴェ・ゴドロ　出演：土居志央梨、小日向星一
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