


☎078-321-2002

☎078-230-3300☎078-325-2201

☎078-512-5500☎078-242-0216

デザイン･クリエイティブセンター神戸

兵庫県芸術文化協会

神戸国際会館こくさいホール

（公財）竹中大工道具館 神戸アートビレッジセンター

豊かな音の響きに魅了されよう「デザイン都市・神戸」のシンボル

芸術文化で神戸をもっと元気に！

未来へ伝えたい､匠の技と心 人と文化が行き交うプラットホーム

LIFE IS CREATIVE展
～高齢社会における、人生のつくり方。～
10/3（土）～25（日）11：00～19：00

中村好文×横山浩司･奥田忠彦･金澤知之
建築家×家具職人 コラボレーション展
9/19（土）～10/25（日）

これまでの高齢社会を知
り､これからの高齢社会を

など､取り上げる社会課題
ごとに「ラボ」を立ち上げ､

とと
もに､神戸だからできる
「神戸モデル」のアクション
プランを作る｡

長編冒険ファンタジー小説『デルフィニア戦
記』（茅田砂胡）の世界観をもとに生まれた楽
曲をオーケストラ編成で演奏する。
〈第一部〉演奏、朗読〈第二部〉朗読劇、演奏
〈出演〉百々麻子､西田雅一ほか

さ川石つもを曲名の々数どな」え越城天「」色景冬・峡海軽津「
ゆり。時に透きとおり、時に力強くこぶしの効いた歌声が堪能
できる2年ぶりのコンサート。￥無料

川田知志「銭湯絵画－玉の湯－」
2015年

葉山の家

技術者と職人が記念撮影（三井本館解
体工事現場､大正15年､三井文庫蔵）

キッズカフェ（地域情報紙プロジェクト「omusubi」）

住宅用の家具を数多くデザインしてきた建築家・中村
好文と、その家具を製作し、彼自身「自分の右腕」と呼
ぶ3人の家具職人のコラボレーション展｡

近代建築 ものづくりの挑戦
10/31（土）～12/27（日）
幕末における西洋建築への取り組みから戦前の鉄筋
コンクリート技術まで､建設会社所蔵の貴重な資料を
中心に､さまざまな逸話と映像を紹介｡11／8（日）に
講演会を開催（予定）｡詳細はホームページにて

若手芸術家･キュレーター支援企画
「1floor 2015」
10/31（土）～11/23（月･祝）12：00～19：00
2008年より毎年開催している若手芸術家とキュレーターの
支援企画｡8回目となる今回は､川田知志 と山城優摩の2名
の作家がギャラリーとコミュニティスペース 1roomを会場
に展覧会を創り上げる。

山内庸資（イラストレーター･平面作家）と兵庫大開小学校
の5年生､6年生による協働展覧会｡アートの面白さを体験

にマーテをとこ」る見を街む住の分自「､にうよるえらもてし
作品作りに挑戦する｡

デルフィニア音楽会 2015 in 神戸
11/8（日）18：00開演

NEW OPEN AREA vol.2
11/28（土）～12/13（日）12：00～20：00

新進音楽家演奏会 11/29（日）13：00開演
クラシックの音楽活動を行う新進音楽家の演奏会｡

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

神戸市兵庫区新開地5-3-14　アクセス 神戸高速｢新開地」駅から徒歩約5分､JR｢神戸」駅
から徒歩約10分　開館 10：00～22：00　休館 火曜（祝日の場合は翌平日）､年末年始
（12/28～2016年1/4）ほか　スタンプ 受付

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

神戸市中央区小野浜町1-4　アクセス 各線｢三ノ宮･神戸三宮」駅から南へ徒歩約20分､神
戸市営地下鉄海岸線｢三宮･花時計前」駅から徒歩約10分､ポートライナー｢貿易センター」
駅から徒歩約10分　開館 11：00～19：00　休館 月曜（祝休日の場合は翌日）
スタンプ 1F 西エントランス

申し込み･問い合わせ （公財）兵庫県芸術文化協会 文化振興部　〒650-0011 神戸市中央
区下山手通4-16-3 ☎078-321-2002 FAX078-321-2139　スタンプ 各会場受付

出演者募集◆対象＝県内出身･在住･在勤･在学で17歳以上45歳未満の新進音楽家（クラ
シック）◆部門＝声楽または器楽演奏による独唱､独奏､アンサンブル等◆出演時間＝1組
15分程度◆参加費＝1組10,000円（入場券50枚を進呈）◆締め切り＝10／14（水）必着

いずれも￥無料

￥ S席6,500円､A席5,500円

￥全席指定 S席7,200円、A席5,700円
※いずれも未就学児童入場不可

いずれも￥一般500円､大高300円､
シニア200円､中学生以下無料

石川さゆり コンサート2015
11/14（土）13：00開演

山城優摩「mimic 1」2012年

「NEW OPEN AREA
兵庫大開小学校ver.」2014年

石川さゆり
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第21回 兵庫ふれあい美術展
11/12（木）～15（日）10：00～17：00（最終日は～15：00）
新たな美の創造と世代や分野を超えた人々の交流の場として美
術の創作活動に親しむ人々を対象に公募した作品を展示。

作品募集◆対象＝県内在住･在勤の15歳以上の人◆作品＝日本画､
洋画､彫刻､工芸､書､写真（出品無料）◆締め切り＝10／2（金）必着

所原田の森ギャラリー本館（神戸市灘区原田通3-8-30）　　￥無料

所兵庫県民会館 けんみんホール（神戸市中央区下山手通4-16-3）
￥一般1,000円､高中小・60歳以上無料
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☎078-391-0035神戸市立博物館
100のモノから時空を超えた世界旅行へ

人類の文化遺産の殿堂として約700万点におよぶ膨大なコレクションを収蔵する大
英博物館（イギリス・ロンドン）｡全所蔵部門から厳選された100作品を通して､世界の
歴史をたどる｡アフリカで作られた最初期の石器から､現代のクレジットカードまで､人

ェス駒｣など教科書や映画でもお
なじみの名品も来日｡作者は何を
考え､どのような時代を生き､何を
信じていたのか｡モノに秘められた
物語を読み解きながら時空を超え
た世界旅行を楽しもう｡

特別展 大英博物館展
―100のモノが語る世界の歴史
9/20（日）～2016年1/11（月･祝）

￥一般1,500円
　大高1,100円、中小600円

神戸市中央区京町24　アクセス 神戸市営地下鉄海岸線｢旧居留地･大丸前」駅から徒歩約
5分､各線｢三ノ宮･神戸三宮」駅､｢元町」駅から徒歩約10分　開館 9：30～17：30､土曜は
～19：00（入館は閉館の30分前まで）　休館 月曜（祝日の場合は翌平日。ただし9/24、
11/4、12/24、2016年1/4は開館）、12/29～2016年1/1　スタンプ 学習室入口
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｢ウルのスタンダード（戦争面）｣紀元前2500年頃（イラク）
©The Trustees of the British Museum



☎078-331-0884Bead Art Show －KOBE 2015－
国内最大規模のビーズの祭典

☎080-3864-2011神戸ジャズストリート
ジャズを自由に、気軽に楽しもう！

ビーズアートに関するバザー・講習・展示のブースなど､ビーズア
ートの魅力に引き込まれる3日間｡
所デザイン・クリエイティブセンター神戸　￥無料※ワークショップは有料

スタンプ 当日チケット販売会場受付

神戸市中央区小野浜町1-4　アクセス 各線「三ノ宮・神戸三宮」駅から徒歩約20分、ポート
ライナー「貿易センター」駅から徒歩約10分　スタンプ インフォメーション

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

11/19（木）～21（土）10：00～18：00

1613

パレードを開始の合図に､神戸がジャズであふれる2日間｡
ライブハウスやホテル､講堂､教会など､10会場をはしご
して､日本各地や世界各国から集まった総勢150人のミュ
ージシャンの演奏を､心ゆくまで楽しもう｡

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

☎078-393-8500KOBEとんぼ玉ミュージアム
今年で開館10周年､ガラス工芸の美術館

開館10周年記念展
ランプワークの現在
～2016年1/4（月）

第10回 ジャパンランプワーク
ソサエティ公募展
とんぼ玉部門
10/31（土）～11/30（月）
￥一般400円､中小200円

細工､コアガラス､マーブル､ペーパー
ウエイトなどを展示｡

神戸市中央区京町79　アクセス 各線｢三ノ宮･神戸三宮」駅､｢元町」駅から徒歩約8分
開館 10:00～19:00（入館は18:45まで）　休館 年末年始　スタンプ 作品展示室内
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い　　ま

岩崎智子｢ブレーメンの音楽隊｣

ランプワーク部門 ※～10／5（月）

とんぼ玉部門※10／10（土）～2016年1／4（月）
とんぼ玉､ペンダントトップを展示｡

12 16WED
石丸
幹二
￥34,000

12 17THU
鈴木
雅之
￥40,000

12 18FRI
髙橋
真梨子
￥42,000

■会場／南館1F 大輪田の間（全席禁煙・相席なし）
■時間／ディナー18：30 ショー20：00（受付開始18：00）
※いずれもお料理、お飲みもの、税・サービス料込

ポートピアクリスマス2015 ディナーショー

※2015年10月24日まで運航※2015年10月24日まで運航

就航路線は、2015年9月1日～10月24日の情報です。

Tel.0570-039-283
予約センター（全国共通）9：00～19：30年中無休

サンキュー ツ バ サ

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

ホテル内の天然温泉を満喫
宿泊者 6:00～24:00  日帰り 12:30～21:00（最終20:00受付）

大人 2,800円、3～6歳 500円、7～12歳 1,200円

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

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

神戸市東灘区向洋町中2-13  Tel:078-857-7000(代表）  神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ  www.sheraton-kobe.co.jp

営業時間

料金

100%天然温泉 源泉掛け流し

神戸六甲温泉「濱泉」
はまいずみ

※最終日は
　～17：00



☎078-362-7111神戸新聞松方ホール　
岡田将のベートーヴェン・
ピアノソナタ全曲演奏会 第6回
9/11（金）19：00開演

☎078-802-8555灘区民ホール
灘区の芸術･文化の発信地

神戸ハーバーランドで上質なクラシックを

（公財）神戸市演奏協会
大切にしたい､心を奏でる時間

☎078-361-7241

☎078-351-3349神戸文化ホール
音楽・芸術を愛する人々と新しい感動を

椿姫

プラハ国立歌劇場ヴェルディ「椿姫」
11/2（月）18：30開演 ●大 
￥全席指定 S席16,000円､
　A席13,000円、B席10,000円、
　C席7,000円、D席5,000円

タンゴ・ロマンス

●みんなのうたコンサート
　9／5（土）15：00開演 ●大 　 0￥全席指定 一般3,000円､子ども2,000円
● ）露披名襲郎治鴈村中目代四（ 伎舞歌大竹松
　9／8（火）①12：00②17：30開演 ●大 
　 0￥全席指定 特等席7,500円､一等席6,000円､二等席4,500円
●兵士の物語
　9／9（水）①14：00②19：00開演 ●中 　 0￥一般3,500円､大学生以下1,500円
●Go！プリンセスプリキュア ライブ！
　9／13（日）①11：00②14：30開演 ●大 
　 0￥全席指定 S席（1階）3,300円､A席（2階）1,700円
●第41回 東西落語名人選
　9／19（土）①12：00②16：30開演 ●中 
　 0￥全席指定 一階席5,500円､二階席5,000円
●稲川淳二の怪談ナイト MYSTERY NIGHT TOUR 2015
　9／20（日）16：30開演 ●中 　 0￥全席指定 5,800（5,400）円
●映画「くちびるに歌を」
　10／1（木）①10：30②14：00上映 ●中 　 0￥全席指定 1,000円
●ハバネラ サクソフォン･カルテット＆ブルーオーロラ サクソフォン･カルテット
　ジョイントコンサート
　10／22（木）19：00開演 ●中 　 0￥全席指定 一般4,500円､高校生以下2,000円
●和太鼓松村組 神戸公演 星祭2015
　11／7（土）16：00開演 ●大 　 0￥全席指定 S席5,000円､A席4,000円
●ステージ･オン･ステージ＃1（ダンス：関典子､素我螺部） 
　11／17（火）19：00開演 ●中 　 0￥全席指定 一般3,000円､大学生以下2,000円

そのほか注目の公演

なだっこプロジェクト
世界の劇場シリーズvol.4「Go！」
11/19（木）19：00開演

ロビーコンサートvol.10「椿姫ハイライト」
10/7（水）14：00開演 ●ロ 
〈出演〉谷口耕平､南さゆり､西村明浩､松浦綾子､
新林れん（ピアノ）
￥ 500円

タンゴ･ロマンス
11/23（月・祝）15：00開演 ●中 
￥全席指定 1階席4,000円､2階席3,500円

国内外で数々の受賞歴を誇る岡田将が､2年間で全8回にわたりベートーヴェンのピ
アノソナタ全曲を演奏するコンサート｡ピアノソナタ第7番､25番､27番､28番､30番
を演奏｡

ピアニスト・田部京子が研ぎ澄まされたピアニズムで紡
ぎだすロマンティックな音楽の世界｡

神戸市灘区岸地通1-1-1　アクセス 阪急｢六甲」駅、｢王子公園」駅から徒歩約15分､JR｢六甲道」
駅から徒歩約15分､阪神｢大石」駅から徒歩約10分　開館 9：00～21：00　スタンプ ホワイエ

神戸市中央区橘町3-4-3　スタンプ 各演奏会場

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

神戸市中央区楠町4-2-2　アクセス 市営地下鉄西神・山手線「大倉山」駅すぐ、神戸高速「高
速神戸」駅から北へ徒歩約8分　スタンプ ホール入口（上記の行事開催時のみ）

￥一般2,000円､高中小1,000円
※前売りのみ親子ペア2,500円あり ※いずれも未就学児童入場不可

いずれも￥全席指定3,000円
※いずれも未就学児童入場不可

田部京子
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ポリーナ・ボリソヴァ

田部京子ピアノ・リサイタル
～ロマンスの情景～ 
10/9（金）19：00開演

俳優ポリーナ･ボリソヴァによる一人芝居｡老婦人の思い出の
断片をたどりながら、人生のユーモアと哀愁を描く。見る人の
イマジネーションを膨らませるサイレント演劇｡

ホン･ソヌン バッハ無伴奏チェロ組曲 全曲演奏会
9/21（月・祝）、23（水・祝）14：00開演

￥全席指定 1日券：S席4,000（3,500）円、
　A席3,000（2,500）円、ユースシート1,000円
※前売りのみ2日通し券：S席6,000円、A席4,000円あり ホン･ソヌン

チェロの聖典とも呼ばれる「バッハ無伴奏チェロ組曲」を、国
際的に活躍する韓国人チェリスト ホン･ソヌンが演奏する。

●奏 …神戸市室内合奏団　●唱 …神戸市混声合唱団

●中 …中ホール、●大 …大ホール、●ロ …大ホールロビー

いずれも￥ 1,500（1,300）円､共通回数券5,000円

21●奏  10/17（土）14：00開演　所神戸文化ホール 中ホール
●奏  12/5（土）14：00開演　所神戸新聞松方ホール
いずれも￥一般3,000（2,700）円､大学生以下1,000円

神戸市室内合奏団 定期演奏会

神戸市混声合唱団
秋の定期演奏会
●唱  9/3（木）18：30開演
所神戸新聞松方ホール　
￥3,000（2,700）円

財団設立記念演奏会
●奏 ●唱  11/1（日）14：00開演
所神戸文化ホール 中ホール　
￥1,000（900）円

あなたに贈るコンサート
●唱  9/27（日）、
●奏  11/7（土）14：00開演
所北神区民センター ありまホール

●唱  10/4（日）14：00開演
所西区民センター なでしこホール

●奏  10/24（土）14：00開演
所東灘区民センター うはらホール

わがまちコンサート ピフレ
●奏  10/21（水）14：00開演
所新長田ピフレホール

舞子ビラ 海のコンサート
●奏  9/18（金）、●唱  10/23（金）、
●奏  11/20（金）14：00開演
所舞子ビラ神戸 あじさいホール
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神戸市混声合唱団

神戸市室内合奏団



☎078-351-3597（公財）神戸市民文化振興財団
神戸の文化シーンを豊かなものに

☎078-391-8448第18回 神戸元町ミュージックウィーク
テーマは「今年もたのしくクラシック」

スタンプ 各ホールコンサート会場

神戸元町商店街のアーケードや周辺のホールで､クラシックをベ
ースにした多彩なコンサートを開催！

※料金の有無および会場など､
　詳しくは

 Ensemble Raro

18

演出家 森田雄三の
「すてきな先生・ズと神戸のフツーの人たち」
9/21（月・祝）17：00開演　￥ 1,500円ほか
所北神区民センター ありまホール

10/3（土）～11（日）

神戸国際芸術祭2015
10/21（水）14：00開演　￥ 2,000（1,500）円ほか
所北神区民ホール ありまホール

23（金）19：00開演　￥ 2,500（2,000）円
所舞子ビラ神戸 あじさいホール

24（土）14：00開演　￥ 1,500（1,300）円
所東灘区民センター うはらホール

所神戸元町商店街周辺
￥無料

神戸市中央区楠町4-2-2　スタンプ 上記含む主催事業 各会場受付

ストリートコンサート 
10/10（土）・11（日）
12：00～17：00

7会場で16のコンサートを開催。

ホールコンサート

プロ･アマ約50グループが出演！

和田岬

市営地下鉄
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竹中大工
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原田の森ギャラリー

新長田

鉄
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神

兵庫

新開地新開地

高速神戸高速神戸

大倉山

神戸

湊川公園
西元町

神戸

湊川公園
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新神戸

灘
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六甲道岩屋

御影
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魚崎
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BBプラザ美術館

東灘区民センター
うはらホール

灘区民ホール

マリンパーク

JR神戸線

アイランド北口

アイランドセンター

神戸ファッション美術館

神戸
ゆかりの
美術館

神戸国際会館
こくさいホール

小磯記念美術館

神戸文化ホール

新長田ピフレホール新長田ピフレホール

神戸アートビレッジセンター神戸アートビレッジセンター

ＫＯＢＥとんぼ玉ミュージアム
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花隈 県庁前

元町元町

デザイン・クリエイティブセンター神戸

元町商店街

19
メリケンパーク

西元町

兵庫県立美術館

神戸市立博物館

4

神戸アートウォーク2015参加方法
本紙掲載の応募はがきがスタンプ台紙になっています！お出かけの際はお忘れなく！

「応募はがき」に
スタンプを押す！

抽選で豪華な
賞品が当たる！

本誌掲載の
イベントに足を運ぶ！1 2 3 4プレゼント賞品番号と

必要事項を書いて
ポストへ！

ストリートコンサート

※掲載イベントの最新の情報については､各施設・団体へお問い合せください（都合により変更になる場合があります）
いさだく覧ごをジーペムーホ､はくし詳。すまりあがし催の象対はに」5102クーォウトーア戸神「､もに外以載掲紙本※

※料金（　　）は前売り料金を表記しています

第6回 神戸ネクストジャズ・コンペティション
10/18（日）16：00開演　￥ 500円　所神戸文化ホール 中ホール

アートウォーク
体験ツアー
いずれも￥無料
要申し込み

Vol.1　「特別展　パウル・クレー だれにも ないしょ。」
学芸員によるレクチャー付き鑑賞会
9/26（土）14：00～15：00　所兵庫県立美術館
●応募締切9/10（木）必着　※定員10名
Vol.2　茶室（通常非公開）での呈茶体験
10/24（土）13：00～13：30　所竹中大工道具館
●応募締切10/8（木）必着　※定員10名

はがきに参加希望日・住所・名前・年齢・
電話番号を明記し、下記まで郵送。
（公財）神戸市民文化振興財団
「神戸アートウォーク2015体験ツアー」係
（〒650-0017 神戸市中央区楠町4-2-2）
※応募多数の場合は抽選

申し込み

4

21

Vol.3　野外彫刻散歩ツアー in ミュージアムロード
11/7（土）10：30～12：30　所 BBプラザ美術館
●応募締切10/22（木）必着　※定員20名
Vol.4　「Bead Art Show ―KOBE 2015―」ビーズ・
アクセサリー制作体験　11/21（土）①13：30～②14：00～
所デザイン・クリエイティブセンター神戸
●応募締切11/5（木）必着　※各回定員10名

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

第18回 神戸元町ミュージックウィーク 検索








