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☎078-857-5880神戸市立小磯記念美術館

バルビゾン派のミレー、コロー、印象派のドガ、ルノワール、そし
て、エコール・ド・パリのモディリアーニ、藤田嗣治などの西洋近
代絵画と、ルネ・ラリックのガラス工芸の名品が一堂に会する。

小磯良平の偉業を知る

神戸市東灘区向洋町中5-7　アクセス JR｢住吉」駅､阪神｢魚崎」駅のりかえ六甲ライナー｢アイラ
ンド北口」駅から西へすぐ　開館 10：00～17：00（入館は閉館の30分前まで）休館 月曜（祝休日の
場合は翌平日､9/18、10/9は開館）､11/13～11/17　スタンプ 玄関ロビー左手

特別展 ユニマットコレクション 
フランス近代絵画と珠玉のラリック展
－やすらぎの美を求めて－
9/16（土)～11/12(日)

特別展 生誕150周年記念 藤島武二展
11/18（土）～2018年1/28（日）
近代洋画の巨匠であり、小磯良平の師である藤島武二の
生誕150周年を記念した回顧展。初公開の作品や資料と
ともに藤島芸術の魅力を紹介する。 

藤島武二《婦人と朝顔》
1904年個人蔵

オーギュスト・ルノワール《髪を結う女》
1896年ユニマットコレクション
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いずれも■￥一般800円、大学生600円、高校生450円、中小400円

☎078-262-0901兵庫県立美術館
新しい発見をミュージアムロードで

中野京子氏のベストセラー『怖い絵』に想を得て、近代ヨーロッパの“怖い”絵画を
テーマごとに分類して展示。視覚的な怖さから、背景を知ることで初めて恐ろしさを
感じるものまで、多様な方法で表現された恐怖に引き込まれる展覧会。

特別展 「怖い絵」展　～9/18(月・祝)

エルミタージュ美術館の膨大なコレクションから精選されたオー
ルドマスターの作品が勢揃いする展覧会。西洋絵画史に燦然と輝
く巨匠たちの優品を堪能しよう。

特別展 大エルミタージュ美術館展 
オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち
10/3(火)～2018年1/14(日)

神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1　アクセス 阪神｢岩屋」駅（兵庫県立美術館前）から徒歩約8
分、JR｢灘」駅から徒歩約10分　開館 10：00～18：00（12/29、12/30を除く特別展開催時
の金･土曜は20：00まで、入場は閉館の30分前まで）　休館 月曜（祝休日の場合は翌日）、
12/31、2018年1/1　スタンプ 1階エントランスホール
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■￥一般1,600円、大学生1,200円、70歳以上800円、高校生以下無料

■￥一般1,400円、大学生1,000円、70歳以上700円、高校生以下無料

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ
《羽飾りのある帽子をかぶった
若い女性の肖像》1538年
©The State Hermitage Museum, 
St Petersburg, 2017-18

☎078-855-5607横尾忠則現代美術館
驚異の表現世界

県政150周年記念先行事業・開館5周年記念展　
横尾忠則 HANGA JUNGLE
9/9(土)～12/24(日)

■￥一般700円、大学生550円、
　70歳以上350円、
　高校生以下無料

ポスター(デザイン:横尾忠則) 《Orange Headed》1983年
町田市立国際版画美術館蔵

JUNGLEをイメージし、壁面を埋め
尽くすように横尾忠則のHANGA
( 版 画 ) 群 を 展 示 。極 彩 色 の
HANGAの群生は、圧倒的な空間
となり、思考や論理を重視したモダ
ニズムに抗う横尾の創作姿勢を垣
間見ることができる。
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神戸市灘区原田通3-8-30　アクセス 阪急｢王子公園」駅から西へ徒歩約6分､JR｢灘」駅
から北へ徒歩約10分､阪神｢岩屋（兵庫県立美術館前）」駅から北へ徒歩約12分
開館 10：00～18：00（会期中の金･土曜は20：00まで､入場は閉館の30分前まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　スタンプ 1階インフォメーション

☎078-858-1520神戸ゆかりの美術館
萩尾望都SF原画展 
宇宙にあそび、異世界にはばたく
9/9(土)～11/5(日) 

開港150年記念特別展 
神戸港コレクション～よみがえった戦後風景～
11/18(土)～2018年2/18(日)

美術を通じて神戸の街を再発見

油彩画、日本画、版画、写真などさまざまな方法で表現された神戸港のコレクション展。

「ポーの一族」や「トーマの心臓」など不朽の名作を生み、日本の少
女漫画史におけるSFの黎明期に活躍した萩尾望都のカラーイラ
ストレーション、コミック生原稿など約400点のSF原画を展示。
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神戸市東灘区向洋町中2-9-1　アクセス JR｢住吉」駅､阪神｢魚崎」駅のりかえ六甲ライナー
｢アイランドセンター」駅下車南東すぐ　開館 10：00～17：00（入館は16：30まで）
休館 月曜（祝休日の場合は翌日）　スタンプ 受付

■￥一般900円、大学生700円、高校生500円、
　中小350円

■￥一般800円、大学生600円、高校生450円、中小300円

☎078-858-0050神戸ファッション美術館
ファッションをあらゆるテーマから

特別展 今森光彦 自然と暮らす切り紙の世界
－里山のアトリエから生まれる命たち－
～10/9（月・祝）
豊かな自然に寄り添う暮らしを続ける、自然写真家・切り紙作家の今
森光彦。本展では、里山のアトリエから生まれる切り紙最新作品、写
真など選りすぐりの250点以上を展示する。

特別展 宮脇綾子 美しいアプリケ－布がつむぐ暮らしの装い－
10/18(水)～12/26(火)
日常の美、自然、家族、人間への愛をテーマにアプリケで、ユー
モアと躍動感を表現した宮脇綾子の初期から晩年までの作品
を展示する。

いずれも■￥一般500円、高中小・65歳以上250円
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神戸市東灘区向洋町中2-9-1　アクセス JR｢住吉」駅､阪神｢魚崎」駅のりかえ六甲ライナー
｢アイランドセンター」駅下車南東すぐ　開館 10：00～18：00（入館は17：30まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）　スタンプ 1階展示室受付

パンサーカメレオンとパキポディウム

遊び

☎078-242-0216（公財）竹中大工道具館
日本が誇る木造建築、匠の技を後世へ

企画展 千年の甍－古代瓦を葺く－
10/14(土)～12/3(日)
土を練って焼き上げる瓦は、丈夫なものであれば千年
以上も屋根瓦として使うことができる。本展では、長寿
命の古代瓦にスポットを当て、建築という切り口から瓦
を読み解く。

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

■￥一般500円、大高300円、中学生以下無料
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「スター・レッド」ⓒ萩尾望都／小学館

 「技と心」講演会「職人と語る瓦屋根のはなし」
11/5(日)14:00～16:30
瓦屋根一筋の職人と古代建築の専門家を迎え、本瓦葺きの魅力、古代建築とそ
の瓦の復元、そして瓦の未来について語る。 
■所ラッセホール大会場(神戸市中央区中山手4-10-8)■￥無料 ※先着200名
  

平城宮跡大極殿



デザイン･クリエイティブセンター神戸
神戸のクリエイティブシーンを牽引する

神戸市中央区小野浜町1-4　アクセス 各線｢三ノ宮･神戸三宮」駅から南へ徒歩約20分､神戸
市営地下鉄海岸線｢三宮･花時計前」駅から徒歩約10分､ポートライナー｢貿易センター」駅から
徒歩約10分　開館 9：00～21：00　休館 月曜（祝休日の場合は翌日）、「Robert Frank: 
Books and Films, 1947-2017」開催中は無休　スタンプ 1F 西エントランスカウンター
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つながる食のデザイン展
10/7（土）～22（日）11:00～19:00
料理人や酪農家、販売者など多様な立場で食を追求してきた人々
が描く夢や未来を通して、神戸のまちや生活を捉え直す展覧会。現
代美術作家、石塚まこによる滞在制作の成果発表展も同時期開催。

■￥無料 ※一部プログラムは有料

☎078-325-2201 神戸市立博物館
世界中の芸術を神戸で

神戸開港150年記念特別展 開国への潮流　～9/24（日）
いかにして1868年1月1日の開港に至ったのかを約100件の資料でたどる。
■￥一般800円(700円)、大学生600円(500円)、高校生450円(350円)、中小300円(200円)

ギャラリー版画家の絵と版画/彫刻家のデッサンと彫刻　
9/30（土）～10/22（日）
美術家が専門とする技法以外で制作した作品と本制作をあわせて展示し、その関連を探る。
■￥一般200円、大高150円、中小100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8分､各線｢三
ノ宮･神戸三宮」駅､｢元町」駅から徒歩約10分　開館 10：00～17：00､「ボストン美術館の至宝展」開催中
は9:30～17:30、土曜は～19：00、11/24、12/22、2018年1/26は～21:00（入館は閉館の30分前まで）
休館 月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～2018年1/1　スタンプ 1階インフォメーションカウンター
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フィンセント・ファン・ゴッホ
《子守唄、ゆりかごを揺らす
オーギュスティーヌ・ルーラン夫人》
1889年 Bequest of John
T.Spaulding, 48.548
©2017 Museum of
Fine Arts, Boston

Robert Frank: Books and Films, 
1947-2017
9/2（土）～22（金）10:00～18:00
ストリート･フォトグラフィの創始者として、現代写真シーンに最も
大きな影響を与えた巨匠ロバート･フランクの展覧会。新聞用紙に
刷り出された代表作の数々を、写真集や映画とあわせて紹介する。

■￥無料

ロバート･フランク《葬式̶
サウスカロライナ州セント･ヘレナ》
『The Americans』(1959年)より 

© Robert Frank

☎078-391-0035
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開港150年!こうべ食の博覧会STYLE in KOBE
神戸の歴史を食べ歩く

神戸開港150年を記念して、開港後に外国から神戸に持ち込まれた“食”を楽しめ
る「神戸の食」のイベントを開催。“食”以外にも、映画やジャズ、洋服、水族館、サッ
カー、マラソン、ゴルフなど、外国からもたらされて神戸に根付き、日本全国に広
がった生活文化に触れられるブースが並ぶ。心地良い潮風の吹くメリケンパーク
で、神戸の150年を味わおう。

9/17(日)・18（月・祝）

■所メリケンパーク・中突堤
■￥無料 ※飲食は有料

☎078-371-0085神戸開港150年記念 港都KOBE芸術祭
この秋限定！海から観るアート

神戸ハーバーランド高浜岸壁、神戸ポートオアシス、神戸ポートターミナルホールなど
アート鑑賞船 乗船場「中突堤中央ターミナル かもめりあ」へのアクセス　
神戸市中央区波止場町7-1　神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅から徒歩約5分、「花
隈」駅から徒歩約10分、JR「神戸」駅から徒歩約13分、各線「元町」駅から徒歩約15分、シテ
ィーループバス「かもめりあ」下車すぐ
詳しくは、KOBE C情報臨時号「港都KOBE芸術祭」または
スタンプ 中突堤中央ターミナル かもめりあ、ポートターミナルホール

☎078-322-6490

神戸市中央区波止場町2　アクセス 神戸市営地下鉄海岸線「みなと元町」駅から徒歩約9
分、「花隈」駅から徒歩約12分、JR「神戸」駅から徒歩約17分、各線「元町」駅から徒歩約16分
スタンプ メリケンパーク特設会場 開港150年ゾーン

9/16（土）～10/15（日） 

■￥無料 ※アート鑑賞船は有料

ウィンドキャラバン 新宮晋 新港第一突堤

出展作家
国内
井上廣子＋井上凱彦建築計画事務所、植松
琢麿、NPO DANCE BOX、小曽根環、
川村麻純、小清水漸、古巻和芳、新宮晋、椿昇、
ドットアーキテクツ、西野康造、西村正徳、
林勇気、藤本由紀夫、やなぎみわ、山村幸則

海外
張 （中国・天津）、于向溟（中国・天津）、崔栽榮（韓国・光州）

神戸港を象徴する港湾施設をはじめ、ターミナル施設、神
戸空港島などに作品を展示。特別運航するアート鑑賞船
に乗って、神戸のまち並みと六甲の山並みを背景として
アートを堪能する時間は、まさに神戸ならではの贅沢な
ひととき。その他の作品は公共交通機関によるアクセス
可能で、無料で鑑賞できる。
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港都KOBE芸術祭 検索

アート観賞船ファンタジー号で
海から神戸の魅力を再発見!

ボストン美術館が世界に誇る名品80点を展示。

■￥一般1,500円(1,300円)、大学生1,100円(900円)、
　高校生900円(700円)、中小 600円(450円)

特別展 ボストン美術館の至宝展　10/28（土）～2018年2/4（日）

こうと



灘区民ホール
文化と地域が出会う場所

解剖de名曲を聴く 水にまつわるエトセトラ
10/25(水)19：00開演
■￥一般2,000円(1,500円)、灘区割(灘区在住、在勤、在学)1,200円

笑福亭智之介独演会　12/3（日）14：00開演
■￥一般3,000円(2,500円)、高校生以下2,000円(1,500円)
　  ※灘区割・早割あり、詳しくは灘区民ホールへ

関西二期会・灘区民ホール共同サロンオペラVol.5 魔笛
9/9（土）16:00開演、10(日)14:00開演 
■￥一般3,000円、高中小1,000円 ※ドイツ語上演、セリフは日本語・字幕付き

神戸市灘区岸地通1-1-1　アクセス 阪急｢六甲」駅、｢王子公園」駅から徒歩約15分､JR｢摩耶」駅か
ら徒歩約10分､阪神｢大石」駅から徒歩約10分　開館 9：00～21：00　スタンプ 5階ホワイエ
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即興戯曲 飛ぶ教室は今 ver.NADA
9/2（土）18:00開演、3（日）14:00開演
■￥一般3,000円(2,800円)、高中2,000円(1,800円)、
　小学生以下500円 ※シェア割あり

☎078-802-8555

☎078-321-2002兵庫県芸術文化協会
暮らしに創造性を

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

出演者募集◆対象=兵庫県出身または在住、在勤、在学で17歳以上45歳未満の新進音楽
家（クラシック）◆部門=声楽または器楽演奏による独唱、独奏、アンサンブル等◆出演時間
=1組15分程度◆参加費=1組10,000円（入場券50枚を進呈）◆締め切り=9/15(金)必着
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新進音楽家演奏会　11/26（日）13:00開演
兵庫県内の新進・若手アーティストの育成や支援のためのクラシック演奏会。

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

第36回 神戸ジャズストリート
ストリートに出よう!

スタンプ 当日チケット販売会場受付

■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
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国内外のプロ・アマチュアプレイヤー200人による演奏
で、神戸の街がジャズ一色に染まる2日間。全10会場を
はしごしてセッションを楽しみ、自分だけのお気に入りを
見つけよう。神戸だけで実現する特別な組み合わせのセ
ッションもお聞き逃しなく。

10/7（土）・8（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）

☎080-3864-2011

神戸国際会館こくさいホール
心揺さぶる感動を、音楽で

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
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☎078-230-3300

神戸アートビレッジセンター
アーティストともに創り、発信する

若手芸術家支援企画「1floor2017」
11/18（土）～12/10（日）
12：00～19：00
若手芸術家の育成支援を目的に、2008年から毎
年開催している展覧会。今年で10回目を迎える
今展には、大前春菜、菊池和晃、澤田華の3名が
出展し、KAVC1階フロア全体を会場に展覧会を
創り上げる。

神戸市兵庫区新開地5-3-14　アクセス ｢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（祝日の場合は翌日）　スタンプ 受付

■￥無料

澤田華「Gesture of Rally #1705-01」

大前春菜「Excess shape」

菊池和晃「捧ぐ万歌」

20

☎078-512-5500

第20回 神戸元町ミュージックウィーク
街角で心踊るクラシックを

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、16のコンサー
トや迫力のストリートコンサートを開催。クラシック音楽が秋の神
戸の街を彩る。

9/30（土）～10/8（日）

■所神戸元町商店街周辺
■￥無料

ストリートコンサート 
10/7（土）・8（日）
12：00～17：45（8日は～17:00）

7会場で16のコンサートを開催。
※料金の有無および会場など、詳しくは

ホールコンサート

プロ・アマチュア約70グループが出演。

☎078-391-8448

第20回神戸元町ミュージックウィーク 検索

ⓒJunpei Iwamoto

15

“これからを生きる子どもたちに、美しい日本の歌を伝えたい”
そんな思いで始まったふたりのコンサート。こころに響くたくさん
の名曲を、ありがとうの気持ちとともに。

■￥全席指定6,500円 ※3歳以上有料、3歳未満は保護者のひざ上に限り無料

日本通運 presents 由紀さおり・安田祥子 ファミリーコンサート 
～両手いっぱいの歌2017～
11/25（土）15：00開演

ノスタルジックかつ心温まる楽曲で知られるメロディー
メーカー、来生たかお。「Goodbye Day」や「シルエット・
ロマンス」「セーラー服と機関銃」などの名曲が、優しく
気品に満ちた大人のクリスマスを演出する。

来生たかお Stand Alone 2017 ～Christmas Color～
12/16（土）16:30開演

■￥全席指定7,300円 ※未就学児童入場不可

ふれあいの祭典－県民文化普及事業－
第29回全国手工芸コンクール in ひょうご
10/5（木）～8（日）10:00～17:00(最終日は～16:00)
■所兵庫県民会館 県民アートギャラリー ■￥無料
ひょうご大茶会 10/15（日）10:00～16:00
■所兵庫県公館(神戸市中央区下山手通4-4-1) ■￥ 2,500円(2,000円）
ひょうご俳句フェスティバル　11/23(木・祝）13:00～16:00
■所兵庫県中央労働センター(神戸市中央区下山手通6-3-28)■￥無料



9/9(土)～11/23(木・祝)

■￥一般1,850円、小学生以下930円、4歳未満無料

さとうりさ「あべちゃん、なんかついてるよ」 2017年 自然体感展望台 六甲枝垂れ

神戸市灘区六甲山町五介山1877-9（六甲ガーデンテラス）など11施設
アクセス 阪神｢御影」駅､JR｢六甲道」駅､阪急｢六甲」駅から神戸市バス16系統終点｢六甲
ケーブル下」下車｡会場へは｢六甲ケーブル」→｢六甲山上バス」で移動
スタンプ  六甲山カンツリーハウス内 六甲ミーツ･アートライブラリー

応募はがき

12/16（土）までに欲しいプレゼントに必要なスタンプを集めてご応募ください。
■締め切りは12/19（火）必着

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

62円切手を
お貼りください。

6 5 0 0 0 1 7

POST CARD

神戸市中央区楠町4‐2‐2
（公財）神戸市民文化振興財団内
神戸アートウォーク2017係
〒

住　所

氏　名

（フリガナ）

年　齢 性　別

電話番号

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

ご希望賞品

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

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

プレゼント
番号

プレゼント
賞品名

〈
山
折
り
〉

■
赤
枠
内
②
〜
④
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
施
設
の
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
く
だ
さ
い

☎078-891-0048六甲ミーツ･アート 芸術散歩2017 
季節移ろう六甲山でアートと出会う 4

六甲山上を舞台に展示される数々のアート作品を、ピクニック気分で周遊しながら楽し
める現代アートの展覧会。さまざまなジャンルのアーティストが六甲山の魅力や景観を
活かして繰り広げるアートの世界を五感で楽しんでみよう。

参加日　　　　月　　　　日

参加イベント名

STAMP

1
参加日　　　　月　　　　日

参加イベント名

STAMP

2

☎078-393-8500KOBEとんぼ玉ミュージアム
世界初のとんぼ玉の美術館

ヴェネチアのランプワークガラス展
～10/2(月)

■￥一般400円、中小200円

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

11

☎078-331-0884Bead Art Show －KOBE 2017－
ビーズと刺しゅうアートの祭典

ビーズや刺しゅうのアートに関するブースや展示、ワークショップが大集合。
■所デザイン・クリエイティブセンター神戸
■￥無料 ※ワークショップは有料
神戸市中央区小野浜町1-4　アクセス 各線「三ノ宮・神戸三宮」駅から徒歩約20分、ポート
ライナー「貿易センター」駅から徒歩約10分　スタンプ インフォメーション

11/16（木）～18（土）10：00～18：00

10

10世紀ごろに始まったとされるイタリア北部の水の都、ヴェネチアにおけるガラス工
芸。その繊細優美な作品の数々は現在に至るまで多くの人々を魅了し続けている。今
展ではヴェネチアのランプワーク作家6名の作品を展覧し、その魅力に迫る。

参加日　　　　月　　　　日

参加イベント名

STAMP

3
参加日　　　　月　　　　日

参加イベント名

STAMP

4

Vittorio Costantini作

展示 招待アーティスト
赤坂有芽、井口雄介、伊藤彩、奥中章人、開発好明、川島小鳥、川田知志、現代美術二等兵、
榊原澄人、さとうりさ、髙橋匡太、中島伽耶子、藤浩志、伏見雅之、古屋崇久、
pole-pole、三木サチコ、明和電機、横野健一
パフォーマンス 招待アーティスト
北村成美、きむらとしろうじんじん
ワークショップ　招待アーティスト 
※のアーティストは特定の日時にのみプレイベントまたはワークショップを開催

奥中章人、開発好明、小山めぐみ（from GoDFaMily）※、さとうりさ、林和音※、淀川テクニック※

ほか15組

赤枠内②～④の施設と重複可
ただし別日程のイベントであること



■￥全席自由 4,000円(3,500円) ※未就学児童入場不可

神戸新聞松方ホール　
名倉誠人マリンバ・リサイタル2017
11/4（土）16:00開演

時を超えた名曲をハーバーランドで

古典文学の傑作「枕草子」をフルートのデュオ演奏と朗読で
表現。また、打楽器で歌川広重、伊藤若冲に捧げる曲も披露
する。

ロシアで生まれ、日本を本拠地として活動するピアニスト、イリ
ーナ・メジューエワが、ショパン「ノクターン」「革命」をはじめ、リス
ト「エステ荘の噴水」やムソルグスキー「展覧会の絵」などの名曲
をお届け。

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､｢高速神戸」駅から徒歩約15分　スタンプ ホールホワイエ

■￥全席指定 一般3,500円 
　  ※前売りのみ高校生以下3,000円 ※未就学児童入場不可

18

イリーナ・メジューエワ ピアノリサイタル
12/2（土）15:00開演

☎078-362-7111

photo:misakimatsui

スタンプ 各ホールコンサート会場

（公財）神戸市民文化振興財団
神戸から文化を発信

☎078-351-3597

第48回舞コンサート
9/16（土）14:00開演
■所舞子ビラ神戸 あじさいホール ■￥ 1,000円

スタンプ 各ホールコンサート会場

神戸文化ホール
音楽・芸術をより身近に

松竹大歌舞伎 (中村橋之助改め八代目中村芝翫親子同時襲名披露)
9/20（水）①13:00②18:00開演 ●大 
■￥特等席7,500円、一等席6,000円、二等席4,500円

第43回東西落語名人選
9/24（日）①12:00②16:30開演 ●中 
■￥一階席5,500円、二階席5,000円

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

神戸市混声合唱団 秋の定期演奏会
二人の指揮者による20世紀の合唱 西と東
9/10（日）14:00開演 ●中 
■￥全席指定 4,000円

神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団 合同定期演奏会
オラトリオ「メサイア」全曲演奏会
11/5（日）14:00開演 ●大 　■￥ 4,000円(3,600円)

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－
12/3（日）14:00開演 ●中 
■￥全席指定 4,000円

☎078-351-3349

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、「高速神戸」
駅から北へ徒歩約8分　スタンプ ホワイエ

 中村芝翫/撮影:荒木大甫

こうべ市展市長賞作品展2017
10/11（水）～10/21（土）10:00～17:30
■所神戸市役所1号館2階市民ギャラリー
　(神戸市中央区加納町6-5-1) ■￥無料

19

神戸国際芸術祭2017　
ピアノ四重奏団アンサンブル・ラロを中心に、国内外第一線で活躍する音楽家たち
が神戸に集結する音楽祭。

12/8（金）
■所北神区民センターありまホール 
■￥ 2,500円(2,000円)ほか

12/9（土）15:00開演
■所舞子ビラ神戸 あじさいホール
■￥ 3,000円(2,500円)ほか

12/10（日）15:00開演
■所神戸文化ホール 中ホール 
■￥ 4,000円(3,500円)ほか  raro

19

神戸市室内合奏団 定期演奏会（第140回定期公演）
弦楽四重奏、対話の究まるところ
9/23（土・祝）14:00開演
■所神戸新聞松方ホール■￥ 4,000円(3,600円) 18

小磯記念美術館でいろいろアート体験
特別展鑑賞、コンサート、ものづくりワークショップなど。
10/15(日)13:00～17:00※時間内は自由行動　■所小磯記念美術館
コンサート（館内）14:00～15:00、ものづくりワークショップ～16：30
●応募締切9/28(木)必着　※定員20名

世界にひとつのオリジナルとんぼ玉制作体験
10/21(土)10:00～12:00　■所 KOBEとんぼ玉ミュージアム
●応募締切10/5(木)必着　※定員20名 ※小学3年生以上

アートウォーク体験ツアー
Vol.1

Vol.2

いずれも■￥無料要申し込み

ホームページ応募フォームまたはハガキに参加希望日・住所・名前・年齢・電
話番号を明記し、下記まで郵送。
（公財）神戸市民文化振興財団「神戸アートウォーク2017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

●中 …中ホール、●大 …大ホール

神戸文化ホールプレイガイド
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花隈 県庁前

元町元町

デザイン・クリエイティブセンター神戸

元町商店街
西元町

兵庫県立美術館

神戸市立博物館

神戸アートウォーク2017参加方法
本紙掲載の応募はがきがスタンプ台紙になっています！お出かけの際はお忘れなく！
応募に必要なスタンプ4つのうち3つはそれぞれ別の施設で押してください

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

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

本誌掲載のイベント
に足を運ぶ!1 抽選で豪華な

賞品が当たる！4
応募はがきで参加

応募フォームで参加

「応募はがき」に
スタンプを押す！2
スタンプ設置場所にある
スタンプ見本の写真を撮る!
※「応募はがき」にスタンプ
　を押して撮影してもOK!

2

プレゼント賞品番号
と必要事項を書いて
ポストへ！3
ホームページの応募
フォームに撮影した画像
をアップロードして応募!3
神戸アートウォーク2017 検索

シェラトンがお届けする食のセレクトショプ

「シェラトンマルシェ」

地元の農家や全国各地から届く
新鮮な野菜やフルーツ、
シェラトン自慢のパン・スイーツ
などが勢揃いする
フードセレクトショップ。

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ （ シェラトンスクエア 2F ）

658-0032 神戸市東灘区向洋町中 2-13 Tel.078-857-7015 www.sheraton-kobe.co.jp
営業時間 8:00a.m.-8:30p.m.（カフェコーナーは6:00p.m. まで）

毎土・日曜は
ウィークエンド
マルシェを
開催！



読者プレゼント PRESENT
スタンプ つで当たる！4

プレゼント
番 号 プレゼント賞品名 プレゼント提供 数 量

神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ宿泊券

ANAクラウンプラザホテル神戸宿泊券

神戸ポートピアホテル宿泊券

シーサイドホテル舞子ビラ神戸宿泊券

シンエーフーヅレストランチェーンお食事券 (10,000円)

スカイマーク(株)

(株)ソラシドエア

ホテルオークラ神戸

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

ANAクラウンプラザホテル神戸

神戸ポートピアホテル

シーサイドホテル舞子ビラ神戸

シンエーフーヅ(株)

ペア1組

ペア1組

ペア1組

ペア1組

ペア1組

ペア1組

ペア1組

1名

スカイマーク往復航空券(神戸～仙台)
有効期間2018年1/10～ 3/8 ※搭乗不可期間あり

ホテルオークラ神戸宿泊券

ソラシドエア往復航空券（神戸～沖縄) 
有効期間2018年1月上旬～90日間 ※搭乗不可期間あり

A

B

C

D

E

F

G

H

神戸の街は歩くだけで古き良きものと新
しい発見がたくさんできる街です。地元市
民の私でも知らない神戸がまだまだあり
ます。多様な魅力の詰まった街を、神戸ら
しいマリンカラーで『モダン』と『レトロ』
両方を感じさせるタイポグラフィで表現
しました。

2017年の表紙デザインは
清水 湧斗さん

「レトロとモダン」
テーマ

●主催　港都KOBE芸術祭実行委員会／神戸アートビレッジセンター／神戸開港150年記念事業実行委員会／（株）神戸
国際会館／神戸ジャズストリート／神戸市立小磯記念美術館／神戸市立博物館／（一財）神戸新聞文化財団／KOBEとん
ぼ玉ミュージアム／神戸ファッション美術館／神戸文化ホール／神戸元町ミュージックウィーク／神戸ゆかりの美術館／
（公財）竹中大工道具館／デザイン・クリエイティブセンター神戸／灘区民ホール／Bead Art Show／（公財）兵庫県芸術文
化協会／兵庫県立美術館／横尾忠則現代美術館／六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017／（公財）神戸市民文化振興財団
●協力　神戸電鉄／山陽電気鉄道／阪急電鉄／阪神電気鉄道／北神急行電鉄／神戸市交通局／神戸新交通

問い合わせ
　神戸アートウォーク事務局（（公財）神戸市民文化振興財団） ☎078-351-3597
　対象イベントや体験ツアーの詳細は 検  索神戸アートウォーク2017

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

神戸ジャズストリート マフラータオル(ピンク)

文具サンプルセット

友禅小物入れなど

神戸ワインなど

サプライズおまかせプレゼント(上記プレゼントからいずれか1点)

5名

ペア5組

ペア5組

ペア5組

ペア5組

ペア10組

ペア5組

ペア5組

ペア5組

ペア10組

ペア10組

20名

5名

10名

5名

若干名

「神戸市室内合奏団 わがまちコンサート ピフレ ニューイヤー
コンサート」招待券 2018年1/7(日) 14:00開演(新長田ピフレホール)

「1.17 祈りのコンサート2018（仮称）」招待券
2018年1/17(水)18:30開演(神戸文化ホール 中ホール)
「神戸市混声合唱団 あなたに贈るコンサート」招待券
2018年1/21(日)14:00開演(東灘区民センター うはらホール)

「神戸市室内合奏団 あなたに贈るコンサート」招待券
2018年2/3(土)14:00開演(灘区民ホール)
「神戸市室内合奏団 クラシック・プラス」招待券
2018年2/24(土)14:00開演(神戸文化ホール 中ホール)

「神戸市混声合唱団 春の定期演奏会」招待券
2018年3/11(日)14:00開演(神戸文化ホール 中ホール)
「神戸市室内合奏団 定期演奏会（第１４２回定期公演）」招待券
2018年3/15(木)19:00開演(神戸文化ホール 中ホール)

ミニゴーフル缶

「神戸フィルハーモニック ニューイヤーコンサート」招待券
2018年1/13日(土)14：00開演(神戸文化ホール 中ホール)

「モノクローム・サーカスダンス公演」招待券
2018年2/17(土)15:00開演(神戸文化ホール 中ホール)

「小山裕幾フルートコンサート」招待券 
2018年2/9(金)19:00開演(神戸文化ホール 中ホール)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

神戸ジャズストリート

神戸文化ホール

神戸文化ホール

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(公財)神戸市民文化振興財団

(株)神戸凮月堂

(株)ウイング

(有)神陽楽器

神戸みのりの公社

ペア10組

ペア10組

20名

ペア10組

ペア10組

ペア10組

30名

ペア5組

ペア5組

3名

5名

20名

10名

ペア5組

ペア5組

ペア5組

5名

神戸ファッション美術館特別展招待券

神戸ゆかりの美術館招待券

小磯記念美術館オリジナルチケットホルダー

「小磯良平と吉原治良展」招待券

「Ｙ氏の女たち」招待券

竹中大工道具館招待券

竹中大工道具館オリジナルマグネット

六甲オルゴールミュージアム招待券

自然体感展望台 六甲枝垂れ招待券

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017公式図録

神戸タータンバンダナ(港都KOBE芸術祭ロゴ入リ)

開港150年オリジナルグッズ

KIITOオリジナルトートバッグ

「特別展 ボストン美術館の至宝展」招待券

神戸ジャズストリート ロゴマークバッジ(ブラック)　

「アジア児童・青少年舞台芸術フェスティバル2018NADA」
招待券 2018年2/16(金)18:00開演予定(灘区民ホール)
「新春吉本お笑いバラエティーショー 2018」招待券
2018年1/4(木)15:00開演(神戸国際会館こくさいホール)

神戸ファッション美術館

神戸ゆかりの美術館

神戸市立小磯記念美術館

兵庫県立美術館

横尾忠則現代美術館

(公財)竹中大工道具館

(公財)竹中大工道具館

港都KOBE芸術祭実行委員会

神戸市立博物館

神戸市立灘区民ホール

神戸国際会館

神戸ジャズストリート

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

プレゼント
番 号 プレゼント賞品名 プレゼント提供 数 量

※イベント日時は変更になる場合があります

六甲ミーツ・アート
芸術散歩2017

六甲ミーツ・アート
芸術散歩2017

六甲ミーツ・アート
芸術散歩2017

神戸開港150年
記念事業実行委員会

デザイン・
クリエイティブセンター神戸




