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ほーるめいと

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／［月曜日～金曜日］9：00～17：00
プレイガイド受付／10：00～18：00（年末・年始を除き年中無休）
電車をご利用の方へ
●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 078-583-0234　
　　　　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
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

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

11月5日（日）　14：00開演 12月3日（日）　14：00開演

オラトリオ「メサイア」
全曲演奏会

ヴィーン古典派からの
視座

神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団　
合同演奏会

神戸市室内合奏団　
定期演奏会（第141回定期公演）

プレゼントクイズプレゼントクイズ

9/20（水）に開催される「松竹大歌舞伎」。
八代目中村芝翫が「熊谷陣屋」で演じる
役の名前は何でしょうか？

①熊谷直実　②相模　③源義経

※ヒントは本誌表紙と2ページ

ご応募いただいた方の中から抽選で、9/20(水)18：00
開演「松竹大歌舞伎」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8月号プレゼントクイズ」係
●〆切日：9月1日（金）　※当日消印有効

前回の答え ①マクベス

※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 【昼の部】13：00開演（12：15開場）
【夜の部】18：00開演（17：15開場）
【昼の部】13：00開演（12：15開場）【昼の部】13：00開演（12：15開場）

9月20日（水）

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－

特集
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2 3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
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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

ハイドンとほぼ同時期に活躍したボッケリーニは、歴史上最高のチェロ奏者でもあったことから、
そのコンチェルトではチェロを効果的に響かせているのが特徴です。
ハイドンの中期のシンフォニーには、これがハイドンなのかと驚くほど激しいものがあります。第44
番の「悲しみ」というタイトルは、彼自身がこの曲を好み、自身の葬儀で演奏して欲しいと言ったこと
から、没後の追悼記念式典に演奏されたことに由来しています。
一方、円熟期に達した1785～86年に書かれた、第87番を含む「パリ交響曲集」には、晩年のロン
ドンのセットとはまた異なった面白さがあります。
設立から数年間、神戸市室内合奏団の首席チェロ奏者兼副指揮者を務めておられた鈴木秀美さ
んの指揮とチェロで、ラテン的な明るさに満ちたボッケリーニと、ハイドンの二つの時代の作品の
魅力を、それぞれに味わうことができる演奏会です。

室内合奏団と混声合唱団だからできることがある…
年に一度、神戸市室内合奏団と神戸市混声合唱団が総力を上げて創り上げる演奏会。今年はヘ
ンデル作曲の「メサイア」の全曲演奏を行います。
「オラトリオ」とは、教会ではなく劇場での演奏を目的とした宗教曲で、「メサイア」とは、救世主（イエ
ス・キリスト）を示し、イエス・キリストの生涯を聖書の言葉を引用して描写しています。また、この作品
は2時間30分を超える大作で、合唱や独奏などで構成され当時の民衆にとても愛されたことが伺わ
れます。特に第2部の終曲（第23曲）は現代でも人気の「ハレルヤコーラス」で、みなさんも一度は
聴かれたことがあるのではないでしょうか？
今回はこの大作を神戸市室内合奏団と神戸市混声合唱団が合同で演奏します。兄弟のように切
磋琢磨し、歴史を築き上げてきた両団にしかできない、美しく一体感のある演奏を是非ともお楽しみ
ください。

第6回　襲名披露

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

　「襲名」とは父や兄、師匠などの名前を継ぐこ
とで、歌舞伎のほか狂言や文楽、落語など伝統
芸能で広く行われています。歌舞伎では役者が
ある節目を迎えた時に名前を継いで、積み重ねら
れてきた歴史を受け継ぎます。名跡の重さに負け
ないよう、さらなる精進を重ねることで、役者とし
て一回り大きくなると言われます。
　中村橋之助さんがお父さんの七世芝翫の名
跡を継いで八代目芝翫に、橋之助さんの長男、

国生さんが四代目橋之助、二男の宗生さんが三
代目福之助、三男の宜生さんが四代目歌之助を
襲名することになり、歌舞伎界初の親子４人同
時襲名が話題になっています。
　昨秋の歌舞伎座を皮切りに、大阪松竹座、博
多座、今年12月の京都の顔見世興行のほか、全
国巡業でも襲名披露公演が行われます。公演で
は、裃姿の役者さんが舞台にずらりと並んで、襲
名が披露される「口上」の一幕が上演されます。

大

©松竹

好評発売中

※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。　
※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。

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

チケット
発売所 457-160ぴあ

CN 国際e

57533ロー
ソン

神戸
文化

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

熊　谷　陣　屋三、

二、

一、猩　　　　　々
口  上

一　　　幕

一　　　幕

長唄囃子連中

中村芝　翫
中村橋之助 襲名披露
中村福之助

八代目
四代目
三代目

一 谷 嫩 軍 記
く ま が い じ ん や

しょう じょう

じょうこ う

撮影：荒木大甫

■猩々
　唐の国揚子の里の近くに住む酒売りが、夢のお告げに従って市に店を
出して酒を売ると、店は繁盛した。ある時、酒売りが潯陽の江に出かける
と、水中から猩々が現れる。酒売りが持参した酒瓶で猩 と々盃を汲み交わ
すうち、上機嫌になった猩々は、舞を舞って見せると、酒売りに酒壺を与え
去って行く。その酒壺は…。
　能『猩々』を舞踊化したこの作品は、酒に酔った猩々が水上での戯れを
見せる猩々舞がみどころです。酒好きの霊獣という愛嬌と品格を備えた松
羽目物です。
■口上
　裃姿の俳優が舞台に並び、皆様に八代目中村芝翫、四代目中村橋之助、
三代目中村福之助の襲名披露のご挨拶を申し上げる華やかな一幕です。
■熊谷陣屋
　一の谷の合戦後、源氏方の熊谷直実の須磨の陣屋には、熊谷の妻相
模が訪れている。陣屋に戻った熊谷は、初陣を飾った息子小次郎の身を案
じる相模に、小次郎の様子や平家の公達敦盛の首を討ち取ったことを明
かす。すると奥から敦盛の母の藤の方が現れ、熊谷に打ちかかろうとする
ので、熊谷は立派だった敦盛最期の様子を丁寧に物語る。そこへ、源義経
が現れ、敦盛の首実検が始まる。熊谷は、陣屋脇の桜の木の制札を引き抜
き、首桶の中の首を義経に見せる。その首は…。
　『平家物語』の敦盛最期を題材にしたこの作品は、制札の「一枝を伐ら
ば、一指を剪るべし」の文言をモチーフにして、意外な展開となります。わが
子を犠牲にした熊谷の悲しみや戦乱の世の儚さが心に深く響く義太夫狂
言の名作です。今回は四世中村芝翫が確立した、成駒屋に伝わる芝翫型
での上演となります。新芝翫が勤める熊谷をお楽しみください。

神戸市室内合奏団　定期演奏会（第141回定期公演）オーケストラ

オーケストラ・合唱

［指揮及びチェロ］鈴木秀美　［出演］神戸市室内合奏団

ボッケリーニのコンチェルトと
ハイドンの二つの時代の交響曲が語りかけるもの

※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

一般発売 7/28（金）開始

プログラム
L.ボッケリーニ

F.J.ハイドン

F.J.ハイドン

チェロ協奏曲　ト長調　G.480

交響曲　第44番　ホ短調　Hob.Ⅰ:44「悲しみ」

交響曲　第87番　イ長調　Hob.Ⅰ:87

指揮及びチェロ

鈴木秀美
オーケストラ・リベラ・クラシカ主
宰。文化庁芸術作品賞、第37回
サントリー音楽賞、斎藤秀雄メモ
リアル基金賞等を受賞。演奏・指
揮・教育・執筆等多方面に活躍。
山形交響楽団首席客演指揮者。
東京音大客員教授。東京藝大講
師。雑司谷拝鈍亭終身楽長。

チケット
発売所 337-687ぴあ 54931ロー

ソン
神戸
文化 CN e 松方 国際

オラトリオ「メサイア」全曲演奏会
神戸市室内合奏団　　神戸市混声合唱団　合同演奏会

［指揮］石川星太郎　
［管弦楽］神戸市室内合奏団　［合唱］神戸市混声合唱団

11/5（日）　14：00開演（13：15開場）

プログラム G.F.ヘンデル　　オラトリオ「メサイア」全曲　(ノヴェロ版)

指揮　石川星太郎
1985年東京生まれ。東京藝術大
学指揮科で田中良和、ハンス=マ
ルティン・シュナイトに師事。同大
学を首席で卒業。巨匠故ゲルハル
ト・ボッセの薫陶を得、現在はロベ
ルト・シューマン大学デュッセルド
ルフ・指揮科でリューディガー・
ボーンに師事。2016年、ギリシャ
で行われた第１回フェリックス・メ
ンデルスゾーン国際指揮コンクー
ルにおいて第2位を受賞した。

ヴィーン古典派からの視座
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－

中 12/3（日）　14：00開演（13：30開場）

松竹大歌舞伎
製作  松竹

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

平成二十九年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 西コース

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

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。

芝翫、橋之助、福之助 親子での華やかな襲名披露！
中村芝翫

昭和40年8月31日生ま
れ。七代目中村芝翫の次
男。45年5月国立劇場
『柳影澤蛍火』の吉松君
で中村幸二の名で初舞
台。55年4月歌舞伎座
『沓手鳥孤城落月』の
裸武者石川銀八ほかで
三代目中村橋之助を襲名。61年名題適任証取
得。平成28年10・11月歌舞伎座『熊谷陣屋』の
熊谷直実ほかで八代目中村芝翫を襲名。

中村橋之助
平成７年12月26日生ま
れ。中村芝翫の長男。祖
父は七代目中村芝翫。
12年９月歌舞伎座の『京
鹿子娘道成寺』の所化と
『菊晴勢若駒』の春駒の
童で初代中村国生を名
のり初舞台。28年10・11
月歌舞伎座『連獅子』の狂言師後に仔獅子の精
ほかで四代目中村橋之助を襲名。

中村福之助
平成９年11月13日生ま
れ。中村芝翫の次男。祖
父は七代目中村芝翫。
12年９月歌舞伎座『京鹿
子娘道成寺』の所化と
『菊晴勢若駒』の春駒の
童で初代中村宗生を名
のり初舞台。28年10・11
月歌舞伎座『連獅子』の狂言師後に仔獅子の精
ほかで三代目中村福之助を襲名。

※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 3,600円　当日 4,000円

U25（25歳以下）　1,000円
料金

全席自由
税込

チケット
発売所 330-061ぴあ 54018ロー

ソン
神戸
文化 CN e

神戸音楽友の会　1,000円

会員先行発売 7/28（金）開始　一般発売 8/4（金）開始
神戸音楽友の会　1,000円

じんよう

き
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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

ハイドンとほぼ同時期に活躍したボッケリーニは、歴史上最高のチェロ奏者でもあったことから、
そのコンチェルトではチェロを効果的に響かせているのが特徴です。
ハイドンの中期のシンフォニーには、これがハイドンなのかと驚くほど激しいものがあります。第44
番の「悲しみ」というタイトルは、彼自身がこの曲を好み、自身の葬儀で演奏して欲しいと言ったこと
から、没後の追悼記念式典に演奏されたことに由来しています。
一方、円熟期に達した1785～86年に書かれた、第87番を含む「パリ交響曲集」には、晩年のロン
ドンのセットとはまた異なった面白さがあります。
設立から数年間、神戸市室内合奏団の首席チェロ奏者兼副指揮者を務めておられた鈴木秀美さ
んの指揮とチェロで、ラテン的な明るさに満ちたボッケリーニと、ハイドンの二つの時代の作品の
魅力を、それぞれに味わうことができる演奏会です。

室内合奏団と混声合唱団だからできることがある…
年に一度、神戸市室内合奏団と神戸市混声合唱団が総力を上げて創り上げる演奏会。今年はヘ
ンデル作曲の「メサイア」の全曲演奏を行います。
「オラトリオ」とは、教会ではなく劇場での演奏を目的とした宗教曲で、「メサイア」とは、救世主（イエ
ス・キリスト）を示し、イエス・キリストの生涯を聖書の言葉を引用して描写しています。また、この作品
は2時間30分を超える大作で、合唱や独奏などで構成され当時の民衆にとても愛されたことが伺わ
れます。特に第2部の終曲（第23曲）は現代でも人気の「ハレルヤコーラス」で、みなさんも一度は
聴かれたことがあるのではないでしょうか？
今回はこの大作を神戸市室内合奏団と神戸市混声合唱団が合同で演奏します。兄弟のように切
磋琢磨し、歴史を築き上げてきた両団にしかできない、美しく一体感のある演奏を是非ともお楽しみ
ください。

第6回　襲名披露

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

　「襲名」とは父や兄、師匠などの名前を継ぐこ
とで、歌舞伎のほか狂言や文楽、落語など伝統
芸能で広く行われています。歌舞伎では役者が
ある節目を迎えた時に名前を継いで、積み重ねら
れてきた歴史を受け継ぎます。名跡の重さに負け
ないよう、さらなる精進を重ねることで、役者とし
て一回り大きくなると言われます。
　中村橋之助さんがお父さんの七世芝翫の名
跡を継いで八代目芝翫に、橋之助さんの長男、

国生さんが四代目橋之助、二男の宗生さんが三
代目福之助、三男の宜生さんが四代目歌之助を
襲名することになり、歌舞伎界初の親子４人同
時襲名が話題になっています。
　昨秋の歌舞伎座を皮切りに、大阪松竹座、博
多座、今年12月の京都の顔見世興行のほか、全
国巡業でも襲名披露公演が行われます。公演で
は、裃姿の役者さんが舞台にずらりと並んで、襲
名が披露される「口上」の一幕が上演されます。

大

©松竹

好評発売中

※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。　
※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。

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

チケット
発売所 457-160ぴあ

CN 国際e

57533ロー
ソン

神戸
文化

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

熊　谷　陣　屋三、

二、

一、猩　　　　　々
口  上

一　　　幕

一　　　幕

長唄囃子連中

中村芝　翫
中村橋之助 襲名披露
中村福之助

八代目
四代目
三代目

一 谷 嫩 軍 記
く ま が い じ ん や

しょう じょう

じょうこ う

撮影：荒木大甫

■猩々
　唐の国揚子の里の近くに住む酒売りが、夢のお告げに従って市に店を
出して酒を売ると、店は繁盛した。ある時、酒売りが潯陽の江に出かける
と、水中から猩々が現れる。酒売りが持参した酒瓶で猩 と々盃を汲み交わ
すうち、上機嫌になった猩々は、舞を舞って見せると、酒売りに酒壺を与え
去って行く。その酒壺は…。
　能『猩々』を舞踊化したこの作品は、酒に酔った猩々が水上での戯れを
見せる猩々舞がみどころです。酒好きの霊獣という愛嬌と品格を備えた松
羽目物です。
■口上
　裃姿の俳優が舞台に並び、皆様に八代目中村芝翫、四代目中村橋之助、
三代目中村福之助の襲名披露のご挨拶を申し上げる華やかな一幕です。
■熊谷陣屋
　一の谷の合戦後、源氏方の熊谷直実の須磨の陣屋には、熊谷の妻相
模が訪れている。陣屋に戻った熊谷は、初陣を飾った息子小次郎の身を案
じる相模に、小次郎の様子や平家の公達敦盛の首を討ち取ったことを明
かす。すると奥から敦盛の母の藤の方が現れ、熊谷に打ちかかろうとする
ので、熊谷は立派だった敦盛最期の様子を丁寧に物語る。そこへ、源義経
が現れ、敦盛の首実検が始まる。熊谷は、陣屋脇の桜の木の制札を引き抜
き、首桶の中の首を義経に見せる。その首は…。
　『平家物語』の敦盛最期を題材にしたこの作品は、制札の「一枝を伐ら
ば、一指を剪るべし」の文言をモチーフにして、意外な展開となります。わが
子を犠牲にした熊谷の悲しみや戦乱の世の儚さが心に深く響く義太夫狂
言の名作です。今回は四世中村芝翫が確立した、成駒屋に伝わる芝翫型
での上演となります。新芝翫が勤める熊谷をお楽しみください。

神戸市室内合奏団　定期演奏会（第141回定期公演）オーケストラ

オーケストラ・合唱

［指揮及びチェロ］鈴木秀美　［出演］神戸市室内合奏団

ボッケリーニのコンチェルトと
ハイドンの二つの時代の交響曲が語りかけるもの

※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

一般発売 7/28（金）開始

プログラム
L.ボッケリーニ

F.J.ハイドン

F.J.ハイドン

チェロ協奏曲　ト長調　G.480

交響曲　第44番　ホ短調　Hob.Ⅰ:44「悲しみ」

交響曲　第87番　イ長調　Hob.Ⅰ:87

指揮及びチェロ

鈴木秀美
オーケストラ・リベラ・クラシカ主
宰。文化庁芸術作品賞、第37回
サントリー音楽賞、斎藤秀雄メモ
リアル基金賞等を受賞。演奏・指
揮・教育・執筆等多方面に活躍。
山形交響楽団首席客演指揮者。
東京音大客員教授。東京藝大講
師。雑司谷拝鈍亭終身楽長。

チケット
発売所 337-687ぴあ 54931ロー

ソン
神戸
文化 CN e 松方 国際

オラトリオ「メサイア」全曲演奏会
神戸市室内合奏団　　神戸市混声合唱団　合同演奏会

［指揮］石川星太郎　
［管弦楽］神戸市室内合奏団　［合唱］神戸市混声合唱団

11/5（日）　14：00開演（13：15開場）

プログラム G.F.ヘンデル　　オラトリオ「メサイア」全曲　(ノヴェロ版)

指揮　石川星太郎
1985年東京生まれ。東京藝術大
学指揮科で田中良和、ハンス=マ
ルティン・シュナイトに師事。同大
学を首席で卒業。巨匠故ゲルハル
ト・ボッセの薫陶を得、現在はロベ
ルト・シューマン大学デュッセルド
ルフ・指揮科でリューディガー・
ボーンに師事。2016年、ギリシャ
で行われた第１回フェリックス・メ
ンデルスゾーン国際指揮コンクー
ルにおいて第2位を受賞した。

ヴィーン古典派からの視座
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－

中 12/3（日）　14：00開演（13：30開場）

松竹大歌舞伎
製作  松竹

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

平成二十九年度（公社）全国公立文化施設協会 主催 西コース

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

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。

芝翫、橋之助、福之助 親子での華やかな襲名披露！
中村芝翫

昭和40年8月31日生ま
れ。七代目中村芝翫の次
男。45年5月国立劇場
『柳影澤蛍火』の吉松君
で中村幸二の名で初舞
台。55年4月歌舞伎座
『沓手鳥孤城落月』の
裸武者石川銀八ほかで
三代目中村橋之助を襲名。61年名題適任証取
得。平成28年10・11月歌舞伎座『熊谷陣屋』の
熊谷直実ほかで八代目中村芝翫を襲名。

中村橋之助
平成７年12月26日生ま
れ。中村芝翫の長男。祖
父は七代目中村芝翫。
12年９月歌舞伎座の『京
鹿子娘道成寺』の所化と
『菊晴勢若駒』の春駒の
童で初代中村国生を名
のり初舞台。28年10・11
月歌舞伎座『連獅子』の狂言師後に仔獅子の精
ほかで四代目中村橋之助を襲名。

中村福之助
平成９年11月13日生ま
れ。中村芝翫の次男。祖
父は七代目中村芝翫。
12年９月歌舞伎座『京鹿
子娘道成寺』の所化と
『菊晴勢若駒』の春駒の
童で初代中村宗生を名
のり初舞台。28年10・11
月歌舞伎座『連獅子』の狂言師後に仔獅子の精
ほかで三代目中村福之助を襲名。

※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 3,600円　当日 4,000円

U25（25歳以下）　1,000円
料金

全席自由
税込

チケット
発売所 330-061ぴあ 54018ロー

ソン
神戸
文化 CN e

神戸音楽友の会　1,000円

会員先行発売 7/28（金）開始　一般発売 8/4（金）開始
神戸音楽友の会　1,000円

じんよう

き
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2017年には17周年を迎え、国内外約45万人を動員している
ズーラシアンブラス。文学の世界には、『絵本』という小さな子ど
もでも入り込んでいくことのできる入り口がありますが、音楽の世界、特に歌詞に頼らないクラシックの世界では
絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。
本コンサートはクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、誕生しました。指揮者のオカピをは
じめ全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。「弦うさぎ」「ことふえパピヨン」「サキソフォック
ス」「クラリキャット」といった仲間も加わり、2011年にはついにオーケストラ『ズーラシアンフィルハーモニー管
弦楽団』が結成。慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ『シンフォニック童謡』をテーマに展開し、子どもたちのク
ラシック音楽への興味を一層高めています。　［出演］ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

10/28（土）　18：00開演(17：15開場)中

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

11/11（土）　16：00開演(15：15開場)大

大

大

力強く、心に響く和太鼓のステージ！

S席
A席

前売 5,000円

前売 4,000円
料金

全席指定・税込

S席 5,000円　
A席 4,000円

料金
全席指定・税込

チケット
発売所 331-167ぴあ CN 国際e54329ロー

ソン
神戸
文化

チケット
発売所 458-587ぴあ CN 国際e54933ロー

ソン
神戸
文化

チケット
発売所

神戸
文化

和太鼓

ダンス

※プレイガイドでのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※6歳未満の入場不可。
※開演時間に遅れますと、指定された場所でのお立ち見のご案内となる場合があります。予めご了承ください。

現代の振付家の巨匠イリ・キリアンの珠玉の作品「Falling Angels」
日本のバレエ団として初上演。
本年度NHKのバレエの饗宴で好評を博した森優貴「死の島 ― Die Toteninsel」、
コーラ・ボス・クルーセ、そして貞松正一郎の新作。
バレエ団総力を挙げて贈る４作品をぜひご覧ください。

［キャスト］貞松・浜田バレエ団　団員

バレエ団総力を挙げて贈る４作品！

貞松・浜田バレエ団　創作リサイタル29

※５歳以上から入場可（膝上不可）

プログラム
●イリ・キリアン振付作品「Falling Angels」
●森優貴振付作品「死の島 ― Die Toteninsel」
●コーラ・ボス・クルーセ振付作品(新作初演)
●貞松正一郎振付作品(新作初演)

©瀬戸秀美©Joris Jan Bos

好評発売中

一階席 5,500円　二階席 5,000円料金
全席指定・税込 好評発売中

一日券 1,200円　二日通し券 1,800円料金
全席自由・税込

チケット
発売所 457-286ぴあ CN 国際e57802ロー

ソン
神戸
文化

チケット
発売所 459-242ぴあ 54934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・プログラムが変更となる場合がございます。

柳家小三治 柳家さん喬 桂文枝 桂福団治

［出演］【東】柳家小三治、柳家さん喬、柳家三三
　　　【西】桂福団治（昼）、桂文枝（夜）、月亭八方、笑福亭仁智

［特別協賛］株式会社OMこうべ

名人がズラリ！神戸文化ホール伝統落語会

中 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）

第43回東西落語名人選
落語

8/18（金）　19：00開演(18：30開場)中

料金
全席指定

税込

ダンス

ドイツ・レーゲンスブルグ歌劇場ダンスカンパニー芸術監督・振付家の森優貴さんが、「文学舞踊劇」として演出・振付・出演
するダンス×文学シリーズ。第１弾はシェイクスピア４大悲劇の「マクベス」から抽出したモチーフを構成し、男女の愛の形を
オリジナルにドラマチックに音楽的に表現する意欲作。

［構成・演出・振付］森優貴　［出演］池上直子、森優貴

ダンス×文学で炙り出す「マクベス」の人間模様
原作からモチーフを抽出し新たに創作する「文学舞踊劇」

ダンス×文学シリーズ Vol.1　Macbeth

12/16（土） お菓子の国ヴァージョン
12/17（日） お伽の国ヴァージョン

各日15：30開演(14：45開場)

S席 7,000円　A席 6,000円　
B席 4,000円　C席 2,000円

料金
全席指定・税込

会員先行発売 8/10（木）開始
一般発売 8/16（水）開始

バレエ

世界中の人々から愛され親しまれている「くるみ割り人形」は、チャイコフスキーの３大バレエの
１つです。クリスマス・イヴの夜、少女クララとドロッセルマイヤーおじさん、そしてくるみ割りの王子、
ねずみの王様がくり広げる、心あたたまるクリスマスのものがたりは、チャイコフスキーの華麗な音
楽とともに、クララの夢をいっぱいのせて、皆様をメルヘンの世界へご案内いたします。

［出演］貞松・浜田バレエ団 団員

港・神戸の風物詩「くるみ割り人形」全幕

貞松・浜田バレエ団クリスマス特別公演　

「くるみ割り人形」全幕

※4歳以上から入場可
　（膝上不可）

一階席 4,000円　
二階席 3,500円

料金
全席指定・税込

会員先行発売 8/8（火）開始
一般発売 8/15（火）開始

12/9（土）　15：00開演(14：15開場)

スゴ腕の動物達が活躍する
クラシックコンサート

親子のためのオーケストラ　ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

プログラム

●もろびとこぞりてファンファーレ
●ポップコーンラグ
●ジングルベル
●森のクマさんチャイコに出会った。
●蝶々コンチェルト　　　ほか

©SUPERKIDS

8/26（土）・8/27（日）　11：00開演(10：30開場)中
全国のオカリナ愛好家が集う、オカリナの祭典

2017オカリナフェスティバルin神戸
コンサート

※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。

CN58035ロー
ソン

チケット
発売所

326-790（一日券）
782-559（二日通し券）ぴあ神戸

文化

マ ク ベ ス

※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。

※３歳以上から有料。３歳未満のお子様は膝上鑑賞１名無料。ただし、座席が必要な場合は、有料。　※当日、ベビーカー預かり所あり。　※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。
※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。

一般／前売 3,800円　
学生／前売 3,300円

※当日 各500円増
（高校生以下）

好　評
発売中

好　評
発売中

好　評
発売中

「オカリナフェスティバルin神戸」は、今年で１7年目を迎
え、全国のオカリナ愛好家に広く認知されており、毎年多く
参加のご応募をいただいている一大イベントです。フェス
ティバル出場者とゲスト演奏者のオカリナの音色に酔いし
れてみてはいかがですか。

［ゲスト演奏者］
【26日（土）】NIGHTオカリナアンサンブル
【27日（日）】みると

オーケストラ

チケット
発売所 335-838ぴあ CN 国際e51720ロー

ソン
神戸
文化

スーパーキッズチケットセンター　http://superkids.co.jp/ticket/

©テス大阪

お菓子の国ver.

お伽の国ver.

みるとみるとNIGHTオカリナアンサンブルNIGHTオカリナアンサンブル

和太鼓松村組 神戸公演 海門の軌
か い も ん 　  み ち

毎年、大迫力のパフォーマンスで観客を沸かせている和太鼓松村組。
今年は、「海門の軌」と題し神戸港開港１５０年の軌跡をテーマとした舞台をお届け
いたします。日本伝統の情熱的なパフォーマンスに、マリンバ・オカリナ・ケーナなど
の民族楽器のノスタルジックな響きが融合して生み出される独特の世界観をどう
ぞお楽しみください。

出
演
者【
東
】

出
演
者【
西
】

※当日 各500円増

か い も ん 　  み ち
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発
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特
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会
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発
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発
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中
公
演

2017年には17周年を迎え、国内外約45万人を動員している
ズーラシアンブラス。文学の世界には、『絵本』という小さな子ど
もでも入り込んでいくことのできる入り口がありますが、音楽の世界、特に歌詞に頼らないクラシックの世界では
絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。
本コンサートはクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、誕生しました。指揮者のオカピをは
じめ全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。「弦うさぎ」「ことふえパピヨン」「サキソフォック
ス」「クラリキャット」といった仲間も加わり、2011年にはついにオーケストラ『ズーラシアンフィルハーモニー管
弦楽団』が結成。慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ『シンフォニック童謡』をテーマに展開し、子どもたちのク
ラシック音楽への興味を一層高めています。　［出演］ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

10/28（土）　18：00開演(17：15開場)中

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

11/11（土）　16：00開演(15：15開場)大

大

大

力強く、心に響く和太鼓のステージ！

S席
A席

前売 5,000円

前売 4,000円
料金

全席指定・税込

S席 5,000円　
A席 4,000円

料金
全席指定・税込

チケット
発売所 331-167ぴあ CN 国際e54329ロー

ソン
神戸
文化

チケット
発売所 458-587ぴあ CN 国際e54933ロー

ソン
神戸
文化

チケット
発売所

神戸
文化

和太鼓

ダンス

※プレイガイドでのお取り扱いについては、各プレイガイドにお問い合わせください。
※6歳未満の入場不可。
※開演時間に遅れますと、指定された場所でのお立ち見のご案内となる場合があります。予めご了承ください。

現代の振付家の巨匠イリ・キリアンの珠玉の作品「Falling Angels」
日本のバレエ団として初上演。
本年度NHKのバレエの饗宴で好評を博した森優貴「死の島 ― Die Toteninsel」、
コーラ・ボス・クルーセ、そして貞松正一郎の新作。
バレエ団総力を挙げて贈る４作品をぜひご覧ください。

［キャスト］貞松・浜田バレエ団　団員

バレエ団総力を挙げて贈る４作品！

貞松・浜田バレエ団　創作リサイタル29

※５歳以上から入場可（膝上不可）

プログラム
●イリ・キリアン振付作品「Falling Angels」
●森優貴振付作品「死の島 ― Die Toteninsel」
●コーラ・ボス・クルーセ振付作品(新作初演)
●貞松正一郎振付作品(新作初演)

©瀬戸秀美©Joris Jan Bos

好評発売中

一階席 5,500円　二階席 5,000円料金
全席指定・税込 好評発売中

一日券 1,200円　二日通し券 1,800円料金
全席自由・税込

チケット
発売所 457-286ぴあ CN 国際e57802ロー

ソン
神戸
文化

チケット
発売所 459-242ぴあ 54934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・プログラムが変更となる場合がございます。

柳家小三治 柳家さん喬 桂文枝 桂福団治

［出演］【東】柳家小三治、柳家さん喬、柳家三三
　　　【西】桂福団治（昼）、桂文枝（夜）、月亭八方、笑福亭仁智

［特別協賛］株式会社OMこうべ

名人がズラリ！神戸文化ホール伝統落語会

中 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）

第43回東西落語名人選
落語

8/18（金）　19：00開演(18：30開場)中

料金
全席指定

税込

ダンス

ドイツ・レーゲンスブルグ歌劇場ダンスカンパニー芸術監督・振付家の森優貴さんが、「文学舞踊劇」として演出・振付・出演
するダンス×文学シリーズ。第１弾はシェイクスピア４大悲劇の「マクベス」から抽出したモチーフを構成し、男女の愛の形を
オリジナルにドラマチックに音楽的に表現する意欲作。

［構成・演出・振付］森優貴　［出演］池上直子、森優貴

ダンス×文学で炙り出す「マクベス」の人間模様
原作からモチーフを抽出し新たに創作する「文学舞踊劇」

ダンス×文学シリーズ Vol.1　Macbeth

12/16（土） お菓子の国ヴァージョン
12/17（日） お伽の国ヴァージョン

各日15：30開演(14：45開場)

S席 7,000円　A席 6,000円　
B席 4,000円　C席 2,000円

料金
全席指定・税込

会員先行発売 8/10（木）開始
一般発売 8/16（水）開始

バレエ

世界中の人々から愛され親しまれている「くるみ割り人形」は、チャイコフスキーの３大バレエの
１つです。クリスマス・イヴの夜、少女クララとドロッセルマイヤーおじさん、そしてくるみ割りの王子、
ねずみの王様がくり広げる、心あたたまるクリスマスのものがたりは、チャイコフスキーの華麗な音
楽とともに、クララの夢をいっぱいのせて、皆様をメルヘンの世界へご案内いたします。

［出演］貞松・浜田バレエ団 団員

港・神戸の風物詩「くるみ割り人形」全幕

貞松・浜田バレエ団クリスマス特別公演　

「くるみ割り人形」全幕

※4歳以上から入場可
　（膝上不可）

一階席 4,000円　
二階席 3,500円

料金
全席指定・税込

会員先行発売 8/8（火）開始
一般発売 8/15（火）開始

12/9（土）　15：00開演(14：15開場)

スゴ腕の動物達が活躍する
クラシックコンサート

親子のためのオーケストラ　ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団

プログラム

●もろびとこぞりてファンファーレ
●ポップコーンラグ
●ジングルベル
●森のクマさんチャイコに出会った。
●蝶々コンチェルト　　　ほか

©SUPERKIDS

8/26（土）・8/27（日）　11：00開演(10：30開場)中
全国のオカリナ愛好家が集う、オカリナの祭典

2017オカリナフェスティバルin神戸
コンサート

※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。

CN58035ロー
ソン

チケット
発売所

326-790（一日券）
782-559（二日通し券）ぴあ神戸

文化

マ ク ベ ス

※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。

※３歳以上から有料。３歳未満のお子様は膝上鑑賞１名無料。ただし、座席が必要な場合は、有料。　※当日、ベビーカー預かり所あり。　※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。
※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。

一般／前売 3,800円　
学生／前売 3,300円

※当日 各500円増
（高校生以下）

好　評
発売中

好　評
発売中

好　評
発売中

「オカリナフェスティバルin神戸」は、今年で１7年目を迎
え、全国のオカリナ愛好家に広く認知されており、毎年多く
参加のご応募をいただいている一大イベントです。フェス
ティバル出場者とゲスト演奏者のオカリナの音色に酔いし
れてみてはいかがですか。

［ゲスト演奏者］
【26日（土）】NIGHTオカリナアンサンブル
【27日（日）】みると

オーケストラ

チケット
発売所 335-838ぴあ CN 国際e51720ロー

ソン
神戸
文化

スーパーキッズチケットセンター　http://superkids.co.jp/ticket/

©テス大阪

お菓子の国ver.

お伽の国ver.

みるとみるとNIGHTオカリナアンサンブルNIGHTオカリナアンサンブル

和太鼓松村組 神戸公演 海門の軌
か い も ん 　  み ち

毎年、大迫力のパフォーマンスで観客を沸かせている和太鼓松村組。
今年は、「海門の軌」と題し神戸港開港１５０年の軌跡をテーマとした舞台をお届け
いたします。日本伝統の情熱的なパフォーマンスに、マリンバ・オカリナ・ケーナなど
の民族楽器のノスタルジックな響きが融合して生み出される独特の世界観をどう
ぞお楽しみください。

出
演
者【
東
】

出
演
者【
西
】

※当日 各500円増

か い も ん 　  み ち
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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

提
携
ホ
ー
ル
公
演

５月より開催して参りましたロビーコンサー
ト弦楽器シリーズ。最後を飾るのは、弦楽四
重奏です。このコンサートのために結成され
た特別なカルテット。新進気鋭の若手演奏
家たちによるフレッシュな演奏を、どうぞお楽しみください。

キツネのゾロリはいたずらの王者の地位を手に入れることと、美人のお姫
様と結婚して自分で建てたお城で幸せに暮らすことを夢見ていた。彼は目
的を達成するために双子のイノシシのイシシとノシシと共に日々修行に励
んでいた。そんなある日、彼らはトレジャー・ハンターのゾロンド・ロンが、昔
海賊が宝を隠したガパール山に行くことを知り、彼よりも早く宝を入手する
ため山の近くの村に向かう。しかしその村
では、しましま病という伝染病が流行して
いて……。

［出演］ゾロリ：山寺宏一、イシシ：愛河里花子、
ノシシ：くまいもとこ、アリウス：林原めぐみ　ほか

［監督］岩崎知子

　波が静かで水深が深いことから、自然条件に恵まれた良港として、神戸の港は古くは「務古水門」
「大輪田の泊」と呼ばれ、中国大陸や朝鮮半島の港と交流していました。江戸時代には「兵庫の津」と
呼ばれ、国内交通の要衝として重要な役割を果たしました。
　慶応３年（1867年）に兵庫の津の東に兵庫港が開港し、運上所（現神戸税関）が業務を開始しまし
たが、開港当時は外国船が着岸できる桟橋や岸壁もありませんでした。施設の整備が進み、明治25年
には「神戸港」と改められて、国際貿易港として日本を代表する港になりました。大正時代、神戸港の貿
易額は全国の約４割を占め、輸入額は日本一を誇ったほどです。
　港からはジャズや映画など、さまざまな文化が神戸の街にもたらされました。また、港のすぐ近くに外国人
の居留地が設けられたこともあって、コーヒーや牛肉、パン、洋菓子など
の食文化が神戸に根付き、洋服や西洋家具を製造するテーラーや工
房が開かれて職人も育ちました。神戸の街にはジャズがよく似合い、
ベーカリーやカフェ、スイーツのお店が多いのもうなずけますね。
　開港150年の節目となる記念すべき年を市民とともに祝おうと、神戸
市では港への関心を深め、さらなる発展へのスタートとなるような、さま
ざまな催しが開催されます。
　夏以降も、開港で外国から神戸に持ち込まれた「食」を取り上げ、港
が神戸の文化・まちを築いてきたことに触れる「神戸の食」イベントや、
「港都KOBE芸術祭」など、多彩なプログラムがお祝いムードを盛り上
げてくれることでしょう。

神戸開港150年
記念事業

港とともに豊かな文化が花開いた神戸
市民とともに多彩な事業で祝う開港150年

第 6回

通信

落語

Vol.17　9/6（水）　
弦楽器シリーズ第3弾　弦楽四重奏

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

古き良き昭和歌謡をあなたに
～東京大衆歌謡楽団を迎えて～

神戸ゆかりの若手落語家が腕を磨き成長する場と
して毎月、朝・昼・夜の三公演を開催。前売券ワンコ
インで気軽にお楽しみいただける落語会です。
8月席は、夏企画！お子様もご年配の方も、夏の暑さ
を忘れられる3公演。
朝の部は、「親子寄席」。小学生以下は無料でご入
場いただけます。落語ワークショップも開催！これで
あなたも落語家に！？
昼の部は、「本格寄席」。大倉亭一番人気の昼の部は、中入りありの本格的寄席でお楽しみく
ださい。落語ツウのあなたもきっと満足できるはず！
夜の部は、「納涼寄席」。おなじみ鹿芝居は、身も凍るような演目「皿屋敷」。今回は特別ゲスト
の桂三金さんも鹿芝居に出演です。
9月席は、下剋上！普段は、芸歴が浅い噺家から始まり、芸歴の長い噺家で終わる出演順です
が、今回は、出演順が逆になります。会場の注目を集めるトリを、若手が務めるという出演順
に、会場にはいつもとは異なった雰囲気が生まれるかもしれません。

「東京ラプソディ」「誰か故郷を想わざる」「旅の夜風」
「青い山脈」など昭和の名曲の数々をお楽しみください。
［出演］東京大衆歌謡楽団
　　　　唄：髙島孝太郎
　　　　アコーディオン：髙島雄次郎
　　　　ウッドベース：髙島龍三郎

8月席は落語で納涼！9月席は、下剋上道場！

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

8/21（月）　

9/8（金）

各日【朝の部】11：00開演
　　【昼の部】14：00開演
　　【夜の部】19：00開演（開場は開演の30分前）

一般 500円

400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可。

料金
全席自由

税込

チケット
発売所

神戸
文化

ワックワクドッキドキの大アドベンチャーが今はじまる！！

神戸文化ホールキネマ

8/1（火）　①10：30上映（10：00開場）

　　　　 ②13：30上映（13：00開場）

中

かいけつゾロリ 
だ・だ・だ・だいぼうけん!

神戸文化ホール
友の会会員

8月席 9月席

※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。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください（8月席「朝の部」は、無料でご入場いただけます）。

※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 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

「東の羽生、西の村山」　
かつて天才・羽生善治と互角の戦いを演じた棋士がいた。

10/3（火）　①10：30上映（10：00開場）

　　　　　②14：00上映（13：30開場）

中

幼少期から難病を患う村山聖は、入退院を繰り返す中で将棋と出会い、15
歳で森信雄に師事する。10年後、名人になる夢をかなえるべく上京した聖

（松山ケンイチ）は周囲に支えられながら将棋に全力を注ぎ、七段に昇段し
たころ、同世代で名人のタイトルを獲得
した羽生善治に激しいライバル心を抱
く。さらに将棋に没頭する聖だったが、
がんが彼の体をむしばんでおり……。

［出演］松山ケンイチ、東出昌大、リリ
ー・フランキー　ほか

［監督］森義隆

聖の青春

神戸文化ホール
友の会会員

好評発売中 8/1（火）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 9/6（水）・12/21（木）

各日14：00開演（13：30開場）

8月席
●朝の部（親子で楽しむ道場）※小学生以下無料
「ワークショップ」三ノ助、智六　ほか
「落語」あおば、智之介

●昼の部（本格寄席形式道場）※2時間公演

八斗、咲之輔、智之介（マジック）、福丸、（中入り）三弥、阿か枝
●夜の部（納涼寄席形式道場）

愛染「うなぎ屋」
桂三金（ゲスト）「奥野君の幽霊」
竹丸「腕喰い」
鹿芝居「皿屋敷」（三ノ助、八斗　ほか）

9月席

好評発売中

好評発売中

む　 こ  のみ なと

おお　わ　 だ　　　とまり

Vol.18　12/21（木）　
オペレッタ「こうもり」ハイライト（日本語上演）

9/6（水）発売開始

8/1（火）発売開始

一般
友の会会員

前売 3,000円　当日 3,500円

前売 2,700円
料金

全席自由
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。

コンサート 神戸新聞松方ホール提携公演

今歌う　忘れかけた心を照らす唄

10/15（日）　15：00開演（14：30開場）

※神戸音楽友の会会員は対象外

神戸
文化 松方

下剋上道場
●朝の部
　三弥、そうば、咲之輔、八斗
●昼の部
　三ノ助、竹丸、智六、愛染
●夜の部
　阿か枝、智之介、福丸、あおば

柴田夏未柴田夏未 小西果林小西果林 坪之内裕太坪之内裕太 西村まなみ西村まなみ

松方 松方ホール・オンラインチケット　
https://www.kobe-np.co.jp/matsukata/

チケット
発売所 332-206ぴあ 国際53951ロー

ソン
神戸
文化

ロビーコンサート オペラ・ハイライトシリーズ
待望の第3弾！
椿姫、ラ・ボエームに続き、今回お届けするのは、ヨハン・
シュトラウス2世が手がけたオペレッタの最高傑作『こうも
り』。ウィーンでは年末に上演されるのが恒例となっている
この作品を、ここ神戸でも！日本語上演なので、オペラ初心
者の方でも気軽に楽しんでいただけるコンサートです。

［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）
［曲目］アイネクライネナハトムジーク／モーツァルト
　　　　リベルタンゴ／ピアソラ
　　　　しあわせ運べるように／臼井真　　ほか
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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

提
携
ホ
ー
ル
公
演

５月より開催して参りましたロビーコンサー
ト弦楽器シリーズ。最後を飾るのは、弦楽四
重奏です。このコンサートのために結成され
た特別なカルテット。新進気鋭の若手演奏
家たちによるフレッシュな演奏を、どうぞお楽しみください。

K
O
B
E
C
U
L
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通
信

キツネのゾロリはいたずらの王者の地位を手に入れることと、美人のお姫
様と結婚して自分で建てたお城で幸せに暮らすことを夢見ていた。彼は目
的を達成するために双子のイノシシのイシシとノシシと共に日々修行に励
んでいた。そんなある日、彼らはトレジャー・ハンターのゾロンド・ロンが、昔
海賊が宝を隠したガパール山に行くことを知り、彼よりも早く宝を入手する
ため山の近くの村に向かう。しかしその村
では、しましま病という伝染病が流行して
いて……。

［出演］ゾロリ：山寺宏一、イシシ：愛河里花子、
ノシシ：くまいもとこ、アリウス：林原めぐみ　ほか

［監督］岩崎知子

　波が静かで水深が深いことから、自然条件に恵まれた良港として、神戸の港は古くは「務古水門」
「大輪田の泊」と呼ばれ、中国大陸や朝鮮半島の港と交流していました。江戸時代には「兵庫の津」と
呼ばれ、国内交通の要衝として重要な役割を果たしました。
　慶応３年（1867年）に兵庫の津の東に兵庫港が開港し、運上所（現神戸税関）が業務を開始しまし
たが、開港当時は外国船が着岸できる桟橋や岸壁もありませんでした。施設の整備が進み、明治25年
には「神戸港」と改められて、国際貿易港として日本を代表する港になりました。大正時代、神戸港の貿
易額は全国の約４割を占め、輸入額は日本一を誇ったほどです。
　港からはジャズや映画など、さまざまな文化が神戸の街にもたらされました。また、港のすぐ近くに外国人
の居留地が設けられたこともあって、コーヒーや牛肉、パン、洋菓子など
の食文化が神戸に根付き、洋服や西洋家具を製造するテーラーや工
房が開かれて職人も育ちました。神戸の街にはジャズがよく似合い、
ベーカリーやカフェ、スイーツのお店が多いのもうなずけますね。
　開港150年の節目となる記念すべき年を市民とともに祝おうと、神戸
市では港への関心を深め、さらなる発展へのスタートとなるような、さま
ざまな催しが開催されます。
　夏以降も、開港で外国から神戸に持ち込まれた「食」を取り上げ、港
が神戸の文化・まちを築いてきたことに触れる「神戸の食」イベントや、
「港都KOBE芸術祭」など、多彩なプログラムがお祝いムードを盛り上
げてくれることでしょう。

神戸開港150年
記念事業

港とともに豊かな文化が花開いた神戸
市民とともに多彩な事業で祝う開港150年

第 6回

通信

落語

Vol.17　9/6（水）　
弦楽器シリーズ第3弾　弦楽四重奏

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

古き良き昭和歌謡をあなたに
～東京大衆歌謡楽団を迎えて～

神戸ゆかりの若手落語家が腕を磨き成長する場と
して毎月、朝・昼・夜の三公演を開催。前売券ワンコ
インで気軽にお楽しみいただける落語会です。
8月席は、夏企画！お子様もご年配の方も、夏の暑さ
を忘れられる3公演。
朝の部は、「親子寄席」。小学生以下は無料でご入
場いただけます。落語ワークショップも開催！これで
あなたも落語家に！？
昼の部は、「本格寄席」。大倉亭一番人気の昼の部は、中入りありの本格的寄席でお楽しみく
ださい。落語ツウのあなたもきっと満足できるはず！
夜の部は、「納涼寄席」。おなじみ鹿芝居は、身も凍るような演目「皿屋敷」。今回は特別ゲスト
の桂三金さんも鹿芝居に出演です。
9月席は、下剋上！普段は、芸歴が浅い噺家から始まり、芸歴の長い噺家で終わる出演順です
が、今回は、出演順が逆になります。会場の注目を集めるトリを、若手が務めるという出演順
に、会場にはいつもとは異なった雰囲気が生まれるかもしれません。

「東京ラプソディ」「誰か故郷を想わざる」「旅の夜風」
「青い山脈」など昭和の名曲の数々をお楽しみください。
［出演］東京大衆歌謡楽団
　　　　唄：髙島孝太郎
　　　　アコーディオン：髙島雄次郎
　　　　ウッドベース：髙島龍三郎

8月席は落語で納涼！9月席は、下剋上道場！

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

8/21（月）　

9/8（金）

各日【朝の部】11：00開演
　　【昼の部】14：00開演
　　【夜の部】19：00開演（開場は開演の30分前）

一般 500円

400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可。

料金
全席自由

税込

チケット
発売所

神戸
文化

ワックワクドッキドキの大アドベンチャーが今はじまる！！

神戸文化ホールキネマ

8/1（火）　①10：30上映（10：00開場）

　　　　 ②13：30上映（13：00開場）

中

かいけつゾロリ 
だ・だ・だ・だいぼうけん!

神戸文化ホール
友の会会員

8月席 9月席

※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。
※未就学児童のご入場はご遠慮ください（8月席「朝の部」は、無料でご入場いただけます）。

※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 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

「東の羽生、西の村山」　
かつて天才・羽生善治と互角の戦いを演じた棋士がいた。

10/3（火）　①10：30上映（10：00開場）

　　　　　②14：00上映（13：30開場）

中

幼少期から難病を患う村山聖は、入退院を繰り返す中で将棋と出会い、15
歳で森信雄に師事する。10年後、名人になる夢をかなえるべく上京した聖

（松山ケンイチ）は周囲に支えられながら将棋に全力を注ぎ、七段に昇段し
たころ、同世代で名人のタイトルを獲得
した羽生善治に激しいライバル心を抱
く。さらに将棋に没頭する聖だったが、
がんが彼の体をむしばんでおり……。

［出演］松山ケンイチ、東出昌大、リリ
ー・フランキー　ほか

［監督］森義隆

聖の青春

神戸文化ホール
友の会会員

好評発売中 8/1（火）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 9/6（水）・12/21（木）

各日14：00開演（13：30開場）

8月席
●朝の部（親子で楽しむ道場）※小学生以下無料
「ワークショップ」三ノ助、智六　ほか
「落語」あおば、智之介

●昼の部（本格寄席形式道場）※2時間公演

八斗、咲之輔、智之介（マジック）、福丸、（中入り）三弥、阿か枝
●夜の部（納涼寄席形式道場）

愛染「うなぎ屋」
桂三金（ゲスト）「奥野君の幽霊」
竹丸「腕喰い」
鹿芝居「皿屋敷」（三ノ助、八斗　ほか）

9月席

好評発売中

好評発売中

む　 こ  のみ なと

おお　わ　 だ　　　とまり

Vol.18　12/21（木）　
オペレッタ「こうもり」ハイライト（日本語上演）

9/6（水）発売開始

8/1（火）発売開始

一般
友の会会員

前売 3,000円　当日 3,500円

前売 2,700円
料金

全席自由
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。

コンサート 神戸新聞松方ホール提携公演

今歌う　忘れかけた心を照らす唄

10/15（日）　15：00開演（14：30開場）

※神戸音楽友の会会員は対象外

神戸
文化 松方

下剋上道場
●朝の部
　三弥、そうば、咲之輔、八斗
●昼の部
　三ノ助、竹丸、智六、愛染
●夜の部
　阿か枝、智之介、福丸、あおば

柴田夏未柴田夏未 小西果林小西果林 坪之内裕太坪之内裕太 西村まなみ西村まなみ

松方 松方ホール・オンラインチケット　
https://www.kobe-np.co.jp/matsukata/

チケット
発売所 332-206ぴあ 国際53951ロー

ソン
神戸
文化

ロビーコンサート オペラ・ハイライトシリーズ
待望の第3弾！
椿姫、ラ・ボエームに続き、今回お届けするのは、ヨハン・
シュトラウス2世が手がけたオペレッタの最高傑作『こうも
り』。ウィーンでは年末に上演されるのが恒例となっている
この作品を、ここ神戸でも！日本語上演なので、オペラ初心
者の方でも気軽に楽しんでいただけるコンサートです。

［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）
［曲目］アイネクライネナハトムジーク／モーツァルト
　　　　リベルタンゴ／ピアソラ
　　　　しあわせ運べるように／臼井真　　ほか
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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

昨年も大好評であったピアノ四重奏団「アンサンブル・ラロ」と神戸市室内合奏団と
の共演が、今年も実現します。
2004年に結成されたピアノ四重奏団アンサンブル・ラロは、ウィーンフィルハーモ
ニー管弦楽団のチェリスト・ヘーデンボルク・直樹を中心に、世界的に活躍するトップ
レベルの若手アーティストで構成され、来日の度にその音楽性と演奏技術を惜しげ
もなく披露し、来場者を魅了し続けています。
そして今年も神戸文化ホールで、皆さまお馴染みの我らが神戸市室内合奏団とアンサンブル・ラロとの共演が実現します。曲目はラトビアの作曲家ヴァスク
スの作品やエネスコの弦楽八重奏曲など、多彩なプログラムをご用意して皆さまのお越しをお待ちしております。

奥田佳道のCLASSICの楽しみ方

場　所：東灘区民センター 9F多目的室
時　間：13：30～15：00
受講料：1回500円　
講　師：奥田佳道（音楽評論家）
お申し込み・お問い合わせ：
東灘区民センター 
TEL 078-822-8333

「公開講座」
ウィーン・フィル ニューイヤーコンサートの
解説でお馴染み

【第1回】2017年11月18日（土）

【第2回】2017年12月16日（土）

【第3回】2018年1月20日（土）

「音楽の都ウィーンへ想いをよせて」

「時代、次代を切り拓いた鬼才ベートーヴェン」　

「ベートーヴェン作曲、交響曲 第7番を味わい尽くす」

受付開始日
8月1日（火）

　 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 事業部 演奏課 神戸市民文化振興財団 神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団 検索

テーマ／未定
10/6（金）　  14：00開演（13：30開場） 出演／［ヴァイオリン］森岡聡　二橋洋子　［ヴィオラ］亀井宏子　［チェロ］田中次郎

曲目／未定

テーマ／海だ!!祭だ!!コーラスだ!!～夏に想う～
8/11（金・祝） 14：00開演（13：30開場） 企画・お話し／総毛創　ピアノ／金月里紗

出演／［ソプラノ］老田裕子　金岡伶奈　内藤里美　端山梨奈　　［アルト］高原いつか　長谷川明莉　肥田真莉子　八木寿子
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　坂東達也　馬場清孝　　　［バス］池田真己　高橋純　武久竜也　中野嘉章
曲目／少年時代、夏の思い出、青い珊瑚礁、青空　ほか

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

テーマ／『世界の名曲・昭和の名曲』Ⅱ.古典の名曲

出演／［ヴァイオリン］幸田さと子　黒江郁子　［ヴィオラ］横井和美　［チェロ］山本彩子
曲目／モーツァルト：トルコ行進曲、ベートーヴェン：トルコ行進曲、モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク、
　　　昭和の名曲②　高原列車は行く、下町の太陽　ほか

8/6（日）　　　13：30開演（13：00開場） 指揮・お話し／青木耕平　ピアノ／大原亜樹子
出演／［ソプラノ］奥田愛　田中めぐみ　内藤里美　西尾薫　三河紀子　　［アルト］高原いつか　野上貴子　長谷川明莉　肥田真莉子　村井優美
　　　［テノール］井澤章典　総毛創　坂東達也　眞木喜規　三木秀信　　［バス］池田真己　高橋純　武久竜也　中野嘉章
曲目／祈り、一本の鉛筆、永遠のみどり　ほか

テーマ／平和を祈る歌混声

無料

10/20（金） 14：00開演（13：30開場） 企画・お話し／眞木喜規　ピアノ／沢田真智子
出演／［ソプラノ］金岡伶奈　田中めぐみ　丸山晃子　三河紀子　　［アルト］長谷川明莉　林真衣　肥田真莉子　山田愛子
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　谷口文敏　眞木喜規　　　　［バス］池田真己　嶋本晃　武久竜也　福嶋勲
曲目／佐藤眞：合唱組曲「旅」、池辺晋一郎：思い出の子守唄、レス・リード：ラストワルツ　ほか

テーマ／宇野功芳・追憶の叙情～宇野先生を偲んで～
発売日／8/18（金）

混声

混声

テーマ／夏のなごりの歌
9/3（日）　　　13：30開演（13：00開場）

企画・お話し／青木耕平　ピアノ／沢田真智子
出演／［ソプラノ］老田裕子　奥田愛　金岡伶奈　杉浦希未　丸山晃子　　［アルト］長谷川明莉　林真衣　肥田真莉子　村井優美　山田愛子
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　谷口文敏　坂東達也　馬場清孝　眞木喜規　　［バス］高橋純　武久竜也　谷本尚隆　中野嘉章
曲目／庭の千草、夏の思い出、椰子の実　ほか

混声

テーマ／みんな大好きジブリの歌！
10/15（日） 13：30開演（13：00開場）

企画・お話し／青木耕平　ピアノ／大原亜樹子
出演／［ソプラノ］奥田愛　金岡伶奈　田中めぐみ　内藤里美　端山梨奈　　［アルト］高原いつか　長谷川明莉　林真衣　肥田真莉子　村井優美
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　谷口文敏　馬場清孝　眞木喜規　　　［バス］池田真己　谷本尚隆　武久竜也　中野嘉章　福嶋勲
曲目／となりのトトロより「さんぽ」、魔女の宅急便より「やさしさに包まれたなら」、
　　　 天空の城ラピュタより「君をのせて」　ほか

混声

8/18（金）　  14：00開演（13：30開場）

マンスリーミニコンサート しあわせの村

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

室内

テーマ／『世界の名曲・昭和の名曲』Ⅲ.ロマン派の名曲

出演／［ヴァイオリン］谷口朋子　萩原合歓　［ヴィオラ］横井和美　［チェロ］田中次郎　
　　　［ピアノ］河内仁志（神戸市混声合唱団ピアニスト）
曲目／メンデルスゾーン：歌の翼に、シューマン：ピアノ五重奏曲、昭和の名曲③　高校3年生、上を向いて歩こう　ほか

9/15（金）　  14：00開演（13：30開場）室内

テーマ／夏の宵、モーツァルトの多彩な魅力に心ときめく演奏会

出演／神戸市室内合奏団　ゲスト／秋元孝介（ピアノ）
曲目／W.A.モーツァルト：2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ　ハ長調　K.190　　ヴァイオリン：森岡聡・西尾恵子
　　　W.A.モーツァルト：ピアノ協奏曲　第12番　イ長調　K.414　　ピアノ：秋元孝介
　　　W.A.モーツァルト：交響曲　第29番　イ長調　K.201

9/24（日）　  14：00開演（13：30開場） 企画・演出／馬場清孝　ピアノ／河内仁志
出演／［ソプラノ］老田裕子　金岡伶奈　田中めぐみ　丸山晃子　　［アルト］野上貴子　村井優美　八木寿子　山田愛子
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　馬場清孝　三木秀信　　　　［バス］池田真己　武久竜也　中野嘉章　西尾岳史
曲目／P.マスカーニ ： カヴァレリア・ルスティカーナ（田舎の騎士道）

北神区民センター・ありまホール
テーマ／オペラをあなたに！第2弾!!

混声

8/5（土）　　　16：00開演（15：30開場）

夏のセレナーデ　星空コンサート 前売1,800円／当日2,000円舞子ビラ神戸・あじさいホール

室内

西区民センター・なでしこホール
テーマ／リズムをつかめ！～打楽器のビートにのって～

出演／神戸市室内合奏団　
ゲスト／安永早絵子（パーカッション）
曲目／ベート―ヴェン ： トルコ行進曲、アンダーソン ： サンドペーパーバレエ、ピアソラ ： リベルタンゴ　ほか

8/26（土）　  14：00開演（13：30開場）室内

室内

3年間にわたる新しいプロジェクトがスタート！

特別演奏会×公開講座×教育プログラム×地域プログラム
［指揮］鈴木優人　［ヴァイオリン独奏］白井圭　［管弦楽］神戸市室内合奏団　ほか

神戸市室内合奏団

神戸市室内合奏団

今年も「ラロ」が神戸にやってくる!!

ピアノ四重奏団「アンサンブル・ラロ」with「神戸市室内合奏団」
12/10（日）　15：00開演（14：30開場）中

※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。

※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 3,500円　当日 4,000円

学生（大学生以下）前売・当日共 1,500円

料金
全席指定

税込

チケット
発売所 336-716ぴあ 53626ロー

ソン
神戸
文化 CN e

神戸文化ホール友の会・神戸音楽友の会　前売 2,800円　当日 3,200円

9/10（日）　14：00開演（13：30開場）

講師：松原千振

［出演］神戸市混声合唱団　
［指揮］アンドリス・ヴェイスマニス　
［指揮・お話し］松原千振

秋の定期演奏会

ラトヴィア現代とその周辺の調べ

12/8（金）　14：00開演（13：30開場）
北神区民センター・ありまホール

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

あなたに贈るコンサート

料金
全席自由・税込

料金
全席指定・税込

一般　4,000円　
神戸音楽友の会　1,000円

料金 500円 ※9/10のチケットを
　お持ちの方は無料

チケット
発売所 331-041ぴあ 53076ロー

ソン
神戸
文化

CN e 国際

一般　前売 2,000円　当日 2,500円　
学生（大学生以下）　前売当日共 1,000円
神戸文化ホール友の会・神戸音楽友の会　前売 1,600円　当日 2,000円

336-713ぴあ 53513ロー
ソン

神戸
文化 CN e

二人の指揮者による～20世紀の合唱・西と東～

10/8（日）　  14：00開演（13：30開場） 企画・お話し／福嶋勲　ピアノ／沢田真智子
出演／［ソプラノ］老田裕子　奥田愛　田中めぐみ　丸山晃子　　［アルト］高原いつか　長谷川明莉　肥田真莉子　村井優美
　　　［テノール］総毛創　谷口文敏　眞木喜規　三木秀信　　　［バス］池田真己　嶋本晃　中野嘉章　福嶋勲
曲目／春なのに（柏原芳恵）、今あなたに歌いたい（加藤登紀子）、津軽平野（吉幾三）、
　　　みだれ髪（美空ひばり）　ほか

西区民センター・なでしこホール
テーマ／ドラマをうたう～懐かしき昭和歌謡曲の世界～

混声

※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。

混声

プレイベント ［出演］神戸市室内合奏団　　［指揮］ヨハネス・マイスル
［曲目］A.V.ツェムリンスキー ： 弦楽四重奏曲　第2番　Op.15（R.デュンサーによる室内交響曲版 日本初演）
　　　F.シューベルト ： 弦楽四重奏曲　第14番　ニ短調「死と乙女」D.810（マーラーによる弦楽合奏版）

定期演奏会（第140回定期公演）

9/23（土・祝）　14：00開演（13：30開場）　
神戸新聞　松方ホール

一般　前売 3,600円　当日 4,000円　
U25（25歳以下）　1,000円（前売・当日共）
神戸音楽友の会　1,000円

室内

中
弦楽四重奏、対話の究まるところ

きわ

奥田佳道

このたび、神戸の音楽文化と「神戸市室内合奏団」の魅力をPRし、音楽でまちを元気にするプロジェクトがス
タートします。メインとなる特別演奏会では、神戸市出身であり、指揮、ピアノ、オルガン、作曲と、そのマルチな
才能に各方面から大きな期待が寄せられるアーティスト鈴木優人を指揮に迎え、室内オーケストラによる洗練さ
れた美しい響きをお届けします。加えて、知的好奇心をくすぐる公開講座（演奏会がより楽しめること間違いな
し！）や教育・地域プログラムでの多彩な企画を通して、お客様との出会いを演出してまいります。「加えること、
よいこと（プラスに考える）、ためになること（体験がプラスになる）。」PLUS（プラス）という言葉に思いを込め
て、神戸市の開港150年となる今年から、3年間のプロジェクトがスタートです。
今回のほーるめいとでは、2月に行われる特別演奏会に先駆けて開催する、東灘区民センターでの公開講座を
ご案内いたします。
そして次回のほーるめいとで、いよいよ特別演奏会の情報を一挙大公開!!次回ほーるめいとをお楽しみに!!

神戸国際芸術祭2017「銀花の音色」

プログラム
P.ヴァスクス
P.ヴァスクス
W.A.モーツァルト
G.エネスコ

沈黙の果実
夏の夕暮れの音楽
ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲　変ホ長調　K.364
弦楽八重奏曲　ハ長調　Op.7

出演
ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ
　ダイアナ・ケトラー（ピアノ）
　アレクサンダー・シトコヴェツキー（ヴァイオリン）
　ラズヴァン・ポポヴィッチ（ヴィオラ）
　ヘーデンボルク・直樹（チェロ）
神戸市室内合奏団

※講座を受講された方には、特別演奏会の
　チケットを500円引きで販売します。

ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ

神戸国際芸術祭2017　その他の公演

ベートーヴェンからの贈り物
料
金

［出演］ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ　
［ゲスト］川田知子（ヴァイオリン）　北口大輔（チェロ）
［曲目］L.v.ベートーヴェン ： 弦楽五重奏のための『クロイツェル』 
　　　　（ヴァイオリン・ソナタ 第9番 イ長調 Op.47 弦楽五重奏版）　ほか

12/9（土）　15:00開演（14:30開場）
舞子ビラ神戸・あじさいホール

一般　前売 2,500円　当日 3,000円　
学生（大学生以下）　前売当日共 1,000円
神戸文化ホール友の会・神戸音楽友の会　前売 2,000円　当日 2,400円

336-714ぴあ 53624ロー
ソン

神戸
文化 CN e

至極のピアノ四重奏
「ヴァスクス、ブラームスへの想い」料

金
［出演］ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ　
［曲目］ヴァスクス：ピアノ四重奏曲　　ほか

定員／各公演120名

8/25（金）①11:00～
②14:00～

大
ロビー

予告

前売1,300円／当日1,500円
（8/26公演のみ）中学生以下／500円　※3歳未満無料

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

一般発売
8/4（金）開始

チケット
発売所 330-056ぴあ 54004ロー

ソン
神戸
文化 CN e 松方 国際
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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

昨年も大好評であったピアノ四重奏団「アンサンブル・ラロ」と神戸市室内合奏団と
の共演が、今年も実現します。
2004年に結成されたピアノ四重奏団アンサンブル・ラロは、ウィーンフィルハーモ
ニー管弦楽団のチェリスト・ヘーデンボルク・直樹を中心に、世界的に活躍するトップ
レベルの若手アーティストで構成され、来日の度にその音楽性と演奏技術を惜しげ
もなく披露し、来場者を魅了し続けています。
そして今年も神戸文化ホールで、皆さまお馴染みの我らが神戸市室内合奏団とアンサンブル・ラロとの共演が実現します。曲目はラトビアの作曲家ヴァスク
スの作品やエネスコの弦楽八重奏曲など、多彩なプログラムをご用意して皆さまのお越しをお待ちしております。

奥田佳道のCLASSICの楽しみ方

場　所：東灘区民センター 9F多目的室
時　間：13：30～15：00
受講料：1回500円　
講　師：奥田佳道（音楽評論家）
お申し込み・お問い合わせ：
東灘区民センター 
TEL 078-822-8333

「公開講座」
ウィーン・フィル ニューイヤーコンサートの
解説でお馴染み

【第1回】2017年11月18日（土）

【第2回】2017年12月16日（土）

【第3回】2018年1月20日（土）

「音楽の都ウィーンへ想いをよせて」

「時代、次代を切り拓いた鬼才ベートーヴェン」　

「ベートーヴェン作曲、交響曲 第7番を味わい尽くす」

受付開始日
8月1日（火）

　 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 事業部 演奏課 神戸市民文化振興財団 神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団 検索

テーマ／未定
10/6（金）　  14：00開演（13：30開場） 出演／［ヴァイオリン］森岡聡　二橋洋子　［ヴィオラ］亀井宏子　［チェロ］田中次郎

曲目／未定

テーマ／海だ!!祭だ!!コーラスだ!!～夏に想う～
8/11（金・祝） 14：00開演（13：30開場） 企画・お話し／総毛創　ピアノ／金月里紗

出演／［ソプラノ］老田裕子　金岡伶奈　内藤里美　端山梨奈　　［アルト］高原いつか　長谷川明莉　肥田真莉子　八木寿子
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　坂東達也　馬場清孝　　　［バス］池田真己　高橋純　武久竜也　中野嘉章
曲目／少年時代、夏の思い出、青い珊瑚礁、青空　ほか

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

テーマ／『世界の名曲・昭和の名曲』Ⅱ.古典の名曲

出演／［ヴァイオリン］幸田さと子　黒江郁子　［ヴィオラ］横井和美　［チェロ］山本彩子
曲目／モーツァルト：トルコ行進曲、ベートーヴェン：トルコ行進曲、モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク、
　　　昭和の名曲②　高原列車は行く、下町の太陽　ほか

8/6（日）　　　13：30開演（13：00開場） 指揮・お話し／青木耕平　ピアノ／大原亜樹子
出演／［ソプラノ］奥田愛　田中めぐみ　内藤里美　西尾薫　三河紀子　　［アルト］高原いつか　野上貴子　長谷川明莉　肥田真莉子　村井優美
　　　［テノール］井澤章典　総毛創　坂東達也　眞木喜規　三木秀信　　［バス］池田真己　高橋純　武久竜也　中野嘉章
曲目／祈り、一本の鉛筆、永遠のみどり　ほか

テーマ／平和を祈る歌混声

無料

10/20（金） 14：00開演（13：30開場） 企画・お話し／眞木喜規　ピアノ／沢田真智子
出演／［ソプラノ］金岡伶奈　田中めぐみ　丸山晃子　三河紀子　　［アルト］長谷川明莉　林真衣　肥田真莉子　山田愛子
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　谷口文敏　眞木喜規　　　　［バス］池田真己　嶋本晃　武久竜也　福嶋勲
曲目／佐藤眞：合唱組曲「旅」、池辺晋一郎：思い出の子守唄、レス・リード：ラストワルツ　ほか

テーマ／宇野功芳・追憶の叙情～宇野先生を偲んで～
発売日／8/18（金）

混声

混声

テーマ／夏のなごりの歌
9/3（日）　　　13：30開演（13：00開場）

企画・お話し／青木耕平　ピアノ／沢田真智子
出演／［ソプラノ］老田裕子　奥田愛　金岡伶奈　杉浦希未　丸山晃子　　［アルト］長谷川明莉　林真衣　肥田真莉子　村井優美　山田愛子
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　谷口文敏　坂東達也　馬場清孝　眞木喜規　　［バス］高橋純　武久竜也　谷本尚隆　中野嘉章
曲目／庭の千草、夏の思い出、椰子の実　ほか

混声

テーマ／みんな大好きジブリの歌！
10/15（日） 13：30開演（13：00開場）

企画・お話し／青木耕平　ピアノ／大原亜樹子
出演／［ソプラノ］奥田愛　金岡伶奈　田中めぐみ　内藤里美　端山梨奈　　［アルト］高原いつか　長谷川明莉　林真衣　肥田真莉子　村井優美
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　谷口文敏　馬場清孝　眞木喜規　　　［バス］池田真己　谷本尚隆　武久竜也　中野嘉章　福嶋勲
曲目／となりのトトロより「さんぽ」、魔女の宅急便より「やさしさに包まれたなら」、
　　　 天空の城ラピュタより「君をのせて」　ほか

混声

8/18（金）　  14：00開演（13：30開場）

マンスリーミニコンサート しあわせの村

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

室内

テーマ／『世界の名曲・昭和の名曲』Ⅲ.ロマン派の名曲

出演／［ヴァイオリン］谷口朋子　萩原合歓　［ヴィオラ］横井和美　［チェロ］田中次郎　
　　　［ピアノ］河内仁志（神戸市混声合唱団ピアニスト）
曲目／メンデルスゾーン：歌の翼に、シューマン：ピアノ五重奏曲、昭和の名曲③　高校3年生、上を向いて歩こう　ほか

9/15（金）　  14：00開演（13：30開場）室内

テーマ／夏の宵、モーツァルトの多彩な魅力に心ときめく演奏会

出演／神戸市室内合奏団　ゲスト／秋元孝介（ピアノ）
曲目／W.A.モーツァルト：2つのヴァイオリンのためのコンチェルトーネ　ハ長調　K.190　　ヴァイオリン：森岡聡・西尾恵子
　　　W.A.モーツァルト：ピアノ協奏曲　第12番　イ長調　K.414　　ピアノ：秋元孝介
　　　W.A.モーツァルト：交響曲　第29番　イ長調　K.201

9/24（日）　  14：00開演（13：30開場） 企画・演出／馬場清孝　ピアノ／河内仁志
出演／［ソプラノ］老田裕子　金岡伶奈　田中めぐみ　丸山晃子　　［アルト］野上貴子　村井優美　八木寿子　山田愛子
　　　［テノール］秋本靖仁　総毛創　馬場清孝　三木秀信　　　　［バス］池田真己　武久竜也　中野嘉章　西尾岳史
曲目／P.マスカーニ ： カヴァレリア・ルスティカーナ（田舎の騎士道）

北神区民センター・ありまホール
テーマ／オペラをあなたに！第2弾!!

混声

8/5（土）　　　16：00開演（15：30開場）

夏のセレナーデ　星空コンサート 前売1,800円／当日2,000円舞子ビラ神戸・あじさいホール

室内

西区民センター・なでしこホール
テーマ／リズムをつかめ！～打楽器のビートにのって～

出演／神戸市室内合奏団　
ゲスト／安永早絵子（パーカッション）
曲目／ベート―ヴェン ： トルコ行進曲、アンダーソン ： サンドペーパーバレエ、ピアソラ ： リベルタンゴ　ほか

8/26（土）　  14：00開演（13：30開場）室内

室内

3年間にわたる新しいプロジェクトがスタート！

特別演奏会×公開講座×教育プログラム×地域プログラム
［指揮］鈴木優人　［ヴァイオリン独奏］白井圭　［管弦楽］神戸市室内合奏団　ほか

神戸市室内合奏団

神戸市室内合奏団

今年も「ラロ」が神戸にやってくる!!

ピアノ四重奏団「アンサンブル・ラロ」with「神戸市室内合奏団」
12/10（日）　15：00開演（14：30開場）中

※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。

※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 3,500円　当日 4,000円

学生（大学生以下）前売・当日共 1,500円

料金
全席指定

税込

チケット
発売所 336-716ぴあ 53626ロー

ソン
神戸
文化 CN e

神戸文化ホール友の会・神戸音楽友の会　前売 2,800円　当日 3,200円

9/10（日）　14：00開演（13：30開場）

講師：松原千振

［出演］神戸市混声合唱団　
［指揮］アンドリス・ヴェイスマニス　
［指揮・お話し］松原千振

秋の定期演奏会

ラトヴィア現代とその周辺の調べ

12/8（金）　14：00開演（13：30開場）
北神区民センター・ありまホール

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

あなたに贈るコンサート

料金
全席自由・税込

料金
全席指定・税込

一般　4,000円　
神戸音楽友の会　1,000円

料金 500円 ※9/10のチケットを
　お持ちの方は無料

チケット
発売所 331-041ぴあ 53076ロー

ソン
神戸
文化

CN e 国際

一般　前売 2,000円　当日 2,500円　
学生（大学生以下）　前売当日共 1,000円
神戸文化ホール友の会・神戸音楽友の会　前売 1,600円　当日 2,000円

336-713ぴあ 53513ロー
ソン

神戸
文化 CN e

二人の指揮者による～20世紀の合唱・西と東～

10/8（日）　  14：00開演（13：30開場） 企画・お話し／福嶋勲　ピアノ／沢田真智子
出演／［ソプラノ］老田裕子　奥田愛　田中めぐみ　丸山晃子　　［アルト］高原いつか　長谷川明莉　肥田真莉子　村井優美
　　　［テノール］総毛創　谷口文敏　眞木喜規　三木秀信　　　［バス］池田真己　嶋本晃　中野嘉章　福嶋勲
曲目／春なのに（柏原芳恵）、今あなたに歌いたい（加藤登紀子）、津軽平野（吉幾三）、
　　　みだれ髪（美空ひばり）　ほか

西区民センター・なでしこホール
テーマ／ドラマをうたう～懐かしき昭和歌謡曲の世界～

混声

※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。

混声

プレイベント ［出演］神戸市室内合奏団　　［指揮］ヨハネス・マイスル
［曲目］A.V.ツェムリンスキー ： 弦楽四重奏曲　第2番　Op.15（R.デュンサーによる室内交響曲版 日本初演）
　　　F.シューベルト ： 弦楽四重奏曲　第14番　ニ短調「死と乙女」D.810（マーラーによる弦楽合奏版）

定期演奏会（第140回定期公演）

9/23（土・祝）　14：00開演（13：30開場）　
神戸新聞　松方ホール

一般　前売 3,600円　当日 4,000円　
U25（25歳以下）　1,000円（前売・当日共）
神戸音楽友の会　1,000円

室内

中
弦楽四重奏、対話の究まるところ

きわ

奥田佳道

このたび、神戸の音楽文化と「神戸市室内合奏団」の魅力をPRし、音楽でまちを元気にするプロジェクトがス
タートします。メインとなる特別演奏会では、神戸市出身であり、指揮、ピアノ、オルガン、作曲と、そのマルチな
才能に各方面から大きな期待が寄せられるアーティスト鈴木優人を指揮に迎え、室内オーケストラによる洗練さ
れた美しい響きをお届けします。加えて、知的好奇心をくすぐる公開講座（演奏会がより楽しめること間違いな
し！）や教育・地域プログラムでの多彩な企画を通して、お客様との出会いを演出してまいります。「加えること、
よいこと（プラスに考える）、ためになること（体験がプラスになる）。」PLUS（プラス）という言葉に思いを込め
て、神戸市の開港150年となる今年から、3年間のプロジェクトがスタートです。
今回のほーるめいとでは、2月に行われる特別演奏会に先駆けて開催する、東灘区民センターでの公開講座を
ご案内いたします。
そして次回のほーるめいとで、いよいよ特別演奏会の情報を一挙大公開!!次回ほーるめいとをお楽しみに!!

神戸国際芸術祭2017「銀花の音色」

プログラム
P.ヴァスクス
P.ヴァスクス
W.A.モーツァルト
G.エネスコ

沈黙の果実
夏の夕暮れの音楽
ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲　変ホ長調　K.364
弦楽八重奏曲　ハ長調　Op.7

出演
ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ
　ダイアナ・ケトラー（ピアノ）
　アレクサンダー・シトコヴェツキー（ヴァイオリン）
　ラズヴァン・ポポヴィッチ（ヴィオラ）
　ヘーデンボルク・直樹（チェロ）
神戸市室内合奏団

※講座を受講された方には、特別演奏会の
　チケットを500円引きで販売します。

ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ

神戸国際芸術祭2017　その他の公演

ベートーヴェンからの贈り物
料
金

［出演］ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ　
［ゲスト］川田知子（ヴァイオリン）　北口大輔（チェロ）
［曲目］L.v.ベートーヴェン ： 弦楽五重奏のための『クロイツェル』 
　　　　（ヴァイオリン・ソナタ 第9番 イ長調 Op.47 弦楽五重奏版）　ほか

12/9（土）　15:00開演（14:30開場）
舞子ビラ神戸・あじさいホール

一般　前売 2,500円　当日 3,000円　
学生（大学生以下）　前売当日共 1,000円
神戸文化ホール友の会・神戸音楽友の会　前売 2,000円　当日 2,400円

336-714ぴあ 53624ロー
ソン

神戸
文化 CN e

至極のピアノ四重奏
「ヴァスクス、ブラームスへの想い」料

金
［出演］ピアノ四重奏団 アンサンブル・ラロ　
［曲目］ヴァスクス：ピアノ四重奏曲　　ほか

定員／各公演120名

8/25（金）①11:00～
②14:00～

大
ロビー

予告

前売1,300円／当日1,500円
（8/26公演のみ）中学生以下／500円　※3歳未満無料

※神戸音楽友の会会員は無料で鑑賞できます。

一般発売
8/4（金）開始

チケット
発売所 330-056ぴあ 54004ロー

ソン
神戸
文化 CN e 松方 国際



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

神戸バレエ学園発表会
　18:00～21:00　　無料・自由席
　神戸バレエ学園　751-7777

【混声】あなたに贈るコンサート
北神区民センター　ありまホール
　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 事業部 演奏課　361-7241

他

第43回東西落語名人選 
　12：00～15：00　16：30～19：30
　　一階席￥5,500/二階席￥5,000・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

貞松・浜田バレエ団特別公演　「ジゼル」全幕 
　18:00～20:30
　　SS席￥7,000/S席￥6,000/A席￥5,000/B席￥4,000/C席￥2,000
　　指定席　※C席の取り扱いはバレエ団のみ
　一般社団法人貞松・浜田バレエ団　861-2609

大

【室内】定期演奏会(第140回定期公演) 
弦楽四重奏、対話の究(きわ)まるところ 
神戸新聞松方ホール
　14:00～16:00　　　￥3,600（当日￥4,000）/U25（25歳以下）￥1,000・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

松竹大歌舞伎 
　13：00～15：45　18：00～20：45
　　特等席￥7,500/一等席￥6,000/二等席￥4,500・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

美川憲一コンサート
　13:30～15:30　　　S席￥7,000・指定席
　株式会社グリークス　06-6966-6555

一般発売日

ダンス×文学シリーズ Vol.1　Macbeth
　19:00～21:00　　　一般￥3,800/学生￥3,300(当日各￥500増)・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

ミュージカル『アンデルセン』
　18:30～21:00
　　S1席￥8,640/S席￥8,640/S学生￥6,480/A席￥6,480/A学生￥4,320/B席￥3,240・指定席
　四季株式会社 関西営業部　06-4796-6600

2017オカリナフェスティバルin神戸
　11:00～18:30　　　1日券￥1,200/2日通し券￥1,800・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

【室内】あなたに贈るコンサート
西区民センター　なでしこホール
　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 事業部 演奏課　361-7241

他

第33回ジャパンスチューデントジャズフェスティバル2017
　11:30～18:30　　　3日券￥1,500/1日券￥1,000/中高生￥500・自由席
　日本学校ジャズ教育協会関西本部　
　公益財団法人神戸市民文化振興財団　351-3597

東京大学音楽部管弦楽団　サマーコンサート2017　関西公演
　14:00～16:00　　　￥1,000・自由席
　東京大学音楽部管弦楽団　090-3515-0543（望月）

【混声】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 事業部 演奏課　361-7241

他

大

ジョイントコンサート2017
　15:00～未定　　　￥1,000・自由席
　甲南大学文化会グリークラブ　080-9287-2850（妙見）

【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・自由席
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

他

第19回　イノイユミコバレエアドヴァンス発表会
　16:30～20:00　　無料・自由席・整理券
　イノイユミコ　バレエアドヴァンス　090-5161-8633（842-6082）

【室内】夏のセレナーデ　星空コンサート
舞子ビラ神戸　あじさいホール
　16:00～18：00　　　￥1,800（当日￥2,000）・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 事業部 演奏課　361-7241

他

【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 事業部 演奏課　361-7241

他

中

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　10:30～15:00　　無料・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　9:30～18:30　19:30～20:00　　無料・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

中

2017年8月 2017年9月Event schedule Event schedule

青春落語道場 大倉亭 8月席
　11:00～12:30　14:00～16:00　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21●月

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

大

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　10:30～14:30　　無料・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

大

大

心かよわす親子映画大会
　10:00～12:30　13:30～16:00　　無料・自由席
　神戸市保健福祉局人権推進課　322-5234

大

神戸文化ホールキネマ「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん！」
　10:30～12:00　13:30～15:00　　　￥500・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

2●水

4●金

8●火

9●水

15●火

16●水

中1●火

1●金平成30年8月分大･中ホール･リハーサル室
平成30年2月分練習室

抽選日の
お知らせ

平成30年9月分大･中ホール･リハーサル室
平成30年3月分練習室

抽選日の
お知らせ

心かよわす市民のつどい　講師 佐野有美氏
　13:30～16:00　　無料・整理券
　神戸市保健福祉局人権推進課　322-5234

22●火

29●火

青春落語道場 大倉亭 9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

8●金

22●金

15●金

神戸文化ホールロビーコンサートシリーズVol.17
弦楽器シリーズ第３弾「弦楽四重奏コンサート」
　14:00～15:00　　　￥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6●水

20●水

4●月

5●火

19●火

5●土

6●日

六甲フィルハーモニー管弦楽団　第44回定期演奏会
　14:00～16:00　　無料・自由席・整理券
　六甲フィルハーモニー管弦楽団　822-3876

【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・自由席
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

他

大

大

3●日

17●日

24●日

10●日

KOBE音楽の祭典　第2回神戸シャンソンポピュレール2017
　15:00～18:30　　　￥5,000・1F席指定席/2F席自由席
　一般社団法人日仏友好シャンソンKAKEHASHI　381-6202

中2●土

19●土

26●土

20●日

27●日

神戸文化ホールキネマ
「聖の青春」10/3●火 中一般発売日

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

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

渡バレエ学校　発表会
　17:00～20:00（予定）　　無料・自由席
　渡バレエ学校　411-7214

大

神戸市室内合奏団　定期演奏会
（第141回定期公演）12/3●日 中一般発売日

レクイエムの夕べ（仮称）1/17●水 中

ズーラシアン
フィルハーモニー管弦楽団

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　9:30～14:00　　無料・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　14:45～17:45　18:30～20:45　　￥4,000・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

中

大

大

10●木

貞松・浜田バレエ団特別公演
「くるみ割り人形」

ベートーヴェンからの贈り物
（北神区民センター　ありまホール）

神戸国際芸術祭2017「銀花の音色」

12/8●金
一般発売日 至極のピアノ四重奏

「ヴァスクス、ブラームスへの想い」
（舞子ビラ神戸　あじさいホール）

12/9●土

12/9●土

大 ズーラシアン
フィルハーモニー管弦楽団一般発売日

一般発売日

12/9●土

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

中

大

18●金

中

2017オカリナフェスティバルin神戸
　11:00～18:30　　　1日券￥1,200/2日通し券￥1,800・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

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」12/10●日 中

11●金●祝

18●月●祝

23●土●祝

12/16●土・12/17●日

第33回ジャパンスチューデントジャズフェスティバル2017
　11:30～18:30　　　3日券￥1,500/1日券￥1,000/中高生￥500・自由席
　日本学校ジャズ教育協会関西本部　
　公益財団法人神戸市民文化振興財団　351-3597

大

2017 全国シルバー合唱コンクール
　10:30～18:45　　無料・自由席
　公益財団法人こうべ市民福祉振興協会　743-8092

【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 事業部 演奏課　361-7241

他

第33回ジャパンスチューデントジャズフェスティバル2017
　11:30～18:30　　　3日券￥1,500/1日券￥1,000/中高生￥500・自由席
　日本学校ジャズ教育協会関西本部　
　公益財団法人神戸市民文化振興財団　351-3597

中

大

中

大

大 貞松・浜田バレエ団特別公演
「くるみ割り人形」12/16●土・12/17●日

和太鼓音楽祭　2017　秋
　14:30～18:00　　無料・自由席
　TAIKO-LAB神戸　0120-315-331（福原）

中

こどもフェスタ
　13:30～14:30　　無料・指定席・関係者のみ
　神戸市日本保育協会　090-2288-8907（飯田徹）

中

TV番組公開収録公演　みんなで歌おう楽しい童謡コーラス
　13:30～16:30　　無料・自由席・整理券
　NPO法人　日本音楽生涯学習振興協会　200-3070

中

中

中

16●土

30●土

フランシールバレエ　第13回発表会
　16:00～20:15　　無料・自由席
　フランシールバレエ　393-2253

大

神戸高校OBオーケストラ第17回定期演奏会
　14:00～16:00　　　￥1,000・自由席
　神戸高校OBオーケストラ　Email:jinko.ob.ok@gmail.com

大

大

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『ネズミの涙』
　14:00～16:25　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

平成29年度いきいきシルバーのつどい
　13:30～17:15　　無料・自由席　※事前申込必要
　公益財団法人神戸いきいき勤労財団　251-5561

大

発表会
　16:30～19:20　　無料・自由席
　竹内みさよバレエ・アカデミー　961-6773（竹内）

大

大

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『ネズミの涙』
　18:30～20:55　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

27●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

29●金
ウラジーミル・ミシュク　ピアノリサイタル
　19:00～21:00　　　￥3,800・指定席
　エースプロモート　06-6341-1171

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『ネズミの涙』
　13:30～15:55　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

中

大衆演劇祭り
　13:00～15:30　17:00～19:30　　　￥5,000・指定席
　株式会社アイエス　03-3355-3561（隅田）

中

平成29年度　芸術鑑賞会
　13:30～15:00　　無料・指定席
　兵庫県立須磨友が丘高等学校　791-7881

中

【混声】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
　14:00～16:00　　　￥4,000・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

12●火

一般発売日 12/17●日 【混声】あなたに贈るコンサート
（灘区民ホール）

一般発売日 1/7●日 【室内】わがまちコンサート　ピフレ
　　　　ニューイヤーコンサート
（新長田ピフレホール）

Motion Dance Performance
　18:00～20:30　　無料・整理券
　モーション　090-8986-0480

他



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

神戸バレエ学園発表会
　18:00～21:00　　無料・自由席
　神戸バレエ学園　751-7777

【混声】あなたに贈るコンサート
北神区民センター　ありまホール
　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 事業部 演奏課　361-7241

他

第43回東西落語名人選 
　12：00～15：00　16：30～19：30
　　一階席￥5,500/二階席￥5,000・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

貞松・浜田バレエ団特別公演　「ジゼル」全幕 
　18:00～20:30
　　SS席￥7,000/S席￥6,000/A席￥5,000/B席￥4,000/C席￥2,000
　　指定席　※C席の取り扱いはバレエ団のみ
　一般社団法人貞松・浜田バレエ団　861-2609

大

【室内】定期演奏会(第140回定期公演) 
弦楽四重奏、対話の究(きわ)まるところ 
神戸新聞松方ホール
　14:00～16:00　　　￥3,600（当日￥4,000）/U25（25歳以下）￥1,000・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

松竹大歌舞伎 
　13：00～15：45　18：00～20：45
　　特等席￥7,500/一等席￥6,000/二等席￥4,500・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

美川憲一コンサート
　13:30～15:30　　　S席￥7,000・指定席
　株式会社グリークス　06-6966-6555

一般発売日

ダンス×文学シリーズ Vol.1　Macbeth
　19:00～21:00　　　一般￥3,800/学生￥3,300(当日各￥500増)・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

ミュージカル『アンデルセン』
　18:30～21:00
　　S1席￥8,640/S席￥8,640/S学生￥6,480/A席￥6,480/A学生￥4,320/B席￥3,240・指定席
　四季株式会社 関西営業部　06-4796-6600

2017オカリナフェスティバルin神戸
　11:00～18:30　　　1日券￥1,200/2日通し券￥1,800・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

【室内】あなたに贈るコンサート
西区民センター　なでしこホール
　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 事業部 演奏課　361-7241

他

第33回ジャパンスチューデントジャズフェスティバル2017
　11:30～18:30　　　3日券￥1,500/1日券￥1,000/中高生￥500・自由席
　日本学校ジャズ教育協会関西本部　
　公益財団法人神戸市民文化振興財団　351-3597

東京大学音楽部管弦楽団　サマーコンサート2017　関西公演
　14:00～16:00　　　￥1,000・自由席
　東京大学音楽部管弦楽団　090-3515-0543（望月）

【混声】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 事業部 演奏課　361-7241

他

大

ジョイントコンサート2017
　15:00～未定　　　￥1,000・自由席
　甲南大学文化会グリークラブ　080-9287-2850（妙見）

【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・自由席
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

他

第19回　イノイユミコバレエアドヴァンス発表会
　16:30～20:00　　無料・自由席・整理券
　イノイユミコ　バレエアドヴァンス　090-5161-8633（842-6082）

【室内】夏のセレナーデ　星空コンサート
舞子ビラ神戸　あじさいホール
　16:00～18：00　　　￥1,800（当日￥2,000）・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団 事業部 演奏課　361-7241

他

【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 事業部 演奏課　361-7241

他

中

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　10:30～15:00　　無料・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　9:30～18:30　19:30～20:00　　無料・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

中

2017年8月 2017年9月Event schedule Event schedule

青春落語道場 大倉亭 8月席
　11:00～12:30　14:00～16:00　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21●月

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

大

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　10:30～14:30　　無料・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

大

大

心かよわす親子映画大会
　10:00～12:30　13:30～16:00　　無料・自由席
　神戸市保健福祉局人権推進課　322-5234

大

神戸文化ホールキネマ「かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん！」
　10:30～12:00　13:30～15:00　　　￥500・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

2●水

4●金

8●火

9●水

15●火

16●水

中1●火

1●金平成30年8月分大･中ホール･リハーサル室
平成30年2月分練習室

抽選日の
お知らせ

平成30年9月分大･中ホール･リハーサル室
平成30年3月分練習室

抽選日の
お知らせ

心かよわす市民のつどい　講師 佐野有美氏
　13:30～16:00　　無料・整理券
　神戸市保健福祉局人権推進課　322-5234

22●火

29●火

青春落語道場 大倉亭 9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

8●金

22●金

15●金

神戸文化ホールロビーコンサートシリーズVol.17
弦楽器シリーズ第３弾「弦楽四重奏コンサート」
　14:00～15:00　　　￥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6●水

20●水

4●月

5●火

19●火

5●土

6●日

六甲フィルハーモニー管弦楽団　第44回定期演奏会
　14:00～16:00　　無料・自由席・整理券
　六甲フィルハーモニー管弦楽団　822-3876

【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・自由席
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

他

大

大

3●日

17●日

24●日

10●日

KOBE音楽の祭典　第2回神戸シャンソンポピュレール2017
　15:00～18:30　　　￥5,000・1F席指定席/2F席自由席
　一般社団法人日仏友好シャンソンKAKEHASHI　381-6202

中2●土

19●土

26●土

20●日

27●日

神戸文化ホールキネマ
「聖の青春」10/3●火 中一般発売日

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

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

渡バレエ学校　発表会
　17:00～20:00（予定）　　無料・自由席
　渡バレエ学校　411-7214

大

神戸市室内合奏団　定期演奏会
（第141回定期公演）12/3●日 中一般発売日

レクイエムの夕べ（仮称）1/17●水 中

ズーラシアン
フィルハーモニー管弦楽団

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　9:30～14:00　　無料・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

第30回　全日本高校・大学ダンスフェスティバル
　14:45～17:45　18:30～20:45　　￥4,000・自由席
　全日本高校・大学ダンスフェスティバル実行委員会　322-5804（尾久土）

中

大

大

10●木

貞松・浜田バレエ団特別公演
「くるみ割り人形」

ベートーヴェンからの贈り物
（北神区民センター　ありまホール）

神戸国際芸術祭2017「銀花の音色」

12/8●金
一般発売日 至極のピアノ四重奏

「ヴァスクス、ブラームスへの想い」
（舞子ビラ神戸　あじさいホール）

12/9●土

12/9●土

大 ズーラシアン
フィルハーモニー管弦楽団一般発売日

一般発売日

12/9●土

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

中

大

18●金

中

2017オカリナフェスティバルin神戸
　11:00～18:30　　　1日券￥1,200/2日通し券￥1,800・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

中

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」12/10●日 中

11●金●祝

18●月●祝

23●土●祝

12/16●土・12/17●日

第33回ジャパンスチューデントジャズフェスティバル2017
　11:30～18:30　　　3日券￥1,500/1日券￥1,000/中高生￥500・自由席
　日本学校ジャズ教育協会関西本部　
　公益財団法人神戸市民文化振興財団　351-3597

大

2017 全国シルバー合唱コンクール
　10:30～18:45　　無料・自由席
　公益財団法人こうべ市民福祉振興協会　743-8092

【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 事業部 演奏課　361-7241

他

第33回ジャパンスチューデントジャズフェスティバル2017
　11:30～18:30　　　3日券￥1,500/1日券￥1,000/中高生￥500・自由席
　日本学校ジャズ教育協会関西本部　
　公益財団法人神戸市民文化振興財団　351-3597

中

大

中

大

大 貞松・浜田バレエ団特別公演
「くるみ割り人形」12/16●土・12/17●日

和太鼓音楽祭　2017　秋
　14:30～18:00　　無料・自由席
　TAIKO-LAB神戸　0120-315-331（福原）

中

こどもフェスタ
　13:30～14:30　　無料・指定席・関係者のみ
　神戸市日本保育協会　090-2288-8907（飯田徹）

中

TV番組公開収録公演　みんなで歌おう楽しい童謡コーラス
　13:30～16:30　　無料・自由席・整理券
　NPO法人　日本音楽生涯学習振興協会　200-3070

中

中

中

16●土

30●土

フランシールバレエ　第13回発表会
　16:00～20:15　　無料・自由席
　フランシールバレエ　393-2253

大

神戸高校OBオーケストラ第17回定期演奏会
　14:00～16:00　　　￥1,000・自由席
　神戸高校OBオーケストラ　Email:jinko.ob.ok@gmail.com

大

大

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『ネズミの涙』
　14:00～16:25　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

平成29年度いきいきシルバーのつどい
　13:30～17:15　　無料・自由席　※事前申込必要
　公益財団法人神戸いきいき勤労財団　251-5561

大

発表会
　16:30～19:20　　無料・自由席
　竹内みさよバレエ・アカデミー　961-6773（竹内）

大

大

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『ネズミの涙』
　18:30～20:55　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

27●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

29●金
ウラジーミル・ミシュク　ピアノリサイタル
　19:00～21:00　　　￥3,800・指定席
　エースプロモート　06-6341-1171

オペラシアターこんにゃく座　オペラ『ネズミの涙』
　13:30～15:55　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

中

大衆演劇祭り
　13:00～15:30　17:00～19:30　　　￥5,000・指定席
　株式会社アイエス　03-3355-3561（隅田）

中

平成29年度　芸術鑑賞会
　13:30～15:00　　無料・指定席
　兵庫県立須磨友が丘高等学校　791-7881

中

【混声】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
　14:00～16:00　　　￥4,000・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

12●火

一般発売日 12/17●日 【混声】あなたに贈るコンサート
（灘区民ホール）

一般発売日 1/7●日 【室内】わがまちコンサート　ピフレ
　　　　ニューイヤーコンサート
（新長田ピフレホール）

Motion Dance Performance
　18:00～20:30　　無料・整理券
　モーション　090-8986-0480

他
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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／［月曜日～金曜日］9：00～17：00
プレイガイド受付／10：00～18：00（年末・年始を除き年中無休）
電車をご利用の方へ
●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 078-583-0234　
　　　　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
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

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

11月5日（日）　14：00開演 12月3日（日）　14：00開演

オラトリオ「メサイア」
全曲演奏会

ヴィーン古典派からの
視座

神戸市室内合奏団・神戸市混声合唱団　
合同演奏会

神戸市室内合奏団　
定期演奏会（第141回定期公演）

プレゼントクイズプレゼントクイズ

9/20（水）に開催される「松竹大歌舞伎」。
八代目中村芝翫が「熊谷陣屋」で演じる
役の名前は何でしょうか？

①熊谷直実　②相模　③源義経

※ヒントは本誌表紙と2ページ

ご応募いただいた方の中から抽選で、9/20(水)18：00
開演「松竹大歌舞伎」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8月号プレゼントクイズ」係
●〆切日：9月1日（金）　※当日消印有効

前回の答え ①マクベス

※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 【昼の部】13：00開演（12：15開場）
【夜の部】18：00開演（17：15開場）

9月20日（水）

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－

特集


