


















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 大 中開催ホール 大ホール 中ホール 他 他館公演リハ・練習
リハーサル室・
練習室など

大ホール・
ロビー

大
ロビー …神戸文化ホール　主催公演 …神戸市室内管弦楽団出演公演　神戸市混声合唱団

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

神戸市混声合唱団 春の定期演奏会
「春へのあこがれ」2020/3/7●土 中
生誕250年 ベートーヴェン・チクルス
「ベートーヴェンの森」第2回中●金

●祝2020/3/20

指定公演

指定公演

2019年10月 Event schedule

14●月●祝

1●火

3●木

10●木

2020年10月分大･中ホール･リハーサル室
2020年4月分練習室

抽選日の
お知らせ

兵庫県総合文化祭
　12:00～16:00　　無料・指定席・関係者
　兵庫県教育委員会　090-7353-7923

大

5●土

12●土

一般発売日 青春落語道場 大倉亭 
新春寄席20202020/1/7●火 中

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

しまじろうコンサート
「サンタのくにの クリスマスレストラン」

クラシック・プラス Vol.3 特別演奏会
　14：00～16：00　
　　SS席￥5,000/S席￥4,000/Ａ席￥3,000/B席￥2000/
　　Ｕ25（25歳以下）￥1,000
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

4●金

11●金

8●火

16●水

大
神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・会員・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731（川上）

やなぎみわ「日輪の翼」神戸公演
神戸市中央卸売市場本場内 特設会場 
　18：00～20：30　
　　一般￥4,000/Ｕ25（25歳以下）￥2,500 ※当日一律￥4,500・自由席
　神戸市イベント案内・申込センター　333-3372

他

中

中

19●土第9回 旧三商大ＯＢ男声合唱団 交歓演奏会
　14:00～16:00　　　￥1,000・自由席
　六甲男声合唱団　090-2492-5915(永井）

大

やなぎみわ「日輪の翼」神戸公演
神戸市中央卸売市場本場内 特設会場 
　18：00～20：30　
　　一般￥4,000/Ｕ25（25歳以下）￥2,500 ※当日一律￥4,500・自由席
　神戸市イベント案内・申込センター　333-3372

他

やなぎみわ「日輪の翼」神戸公演
神戸市中央卸売市場本場内 特設会場 
　18：00～20：30　
　　一般￥4,000/Ｕ25（25歳以下）￥2,500 ※当日一律￥4,500・自由席
　神戸市イベント案内・申込センター　333-3372

他

学園都市交響楽団 第7回定期演奏会
　13:30～15:30　　無料・自由席
　学園都市交響楽団　090-4295-3432(うえさか）

大

第72回 音楽会
　12:00～16:00　　無料・指定席・自由席
　兵庫県立神戸高等学校　090-2019-8190

大
俳優座劇場プロデュース「音楽劇 人形の家」
　18:30～21:00　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

藤田佳代舞踊研究所 モダンダンス公演 第42回発表会
　17:00～20:30　　無料・自由席
　藤田佳代舞踊研究所　822-2066

大
俳優座劇場プロデュース「音楽劇 人形の家」
　13:30～16:00　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

中

西神戸吹奏楽団 第42回定期演奏会
　18:00～20:00　　￥500・自由席
　西神戸吹奏楽団　090-3629-1867(藤本)

大

中
Kobe International Ballet Fes 2019
　15:00～20:30　　￥1,000・自由席
　Kobe International Art　090-6755-2016

俳優座劇場プロデュース「音楽劇 人形の家」
　13:30～16:00　　　￥6,500・指定席・会員
　神戸演劇鑑賞会　222-8651

青春落語道場 大倉亭 10月席
　11:00～12:30　15:00～16:30　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

6●日

13●日

20●日

27●日

大
ロビー

11/23　・24●日●土
●祝

一般発売日 しまじろうコンサート
「サンタのくにの クリスマスレストラン」

18●金

24●木

改正法人税法等説明会
　13:30～15:45　　無料・自由席
　公益社団法人 神戸納税協会　231-5811

大

地域・職場・青年革新懇全国交流会in兵庫
　13:30～17:30　　￥500・自由席
　兵庫革新懇　351-2610

大

11/23　・24●日●土
●祝

【室内】わがまちコンサート ピフレ
新長田ピフレホール
　14:00～16:00
　　一般￥1,500（当日￥2,000）/U25（25歳以下）￥1,000・自由席
　（公財）神戸市民文化振興財団 361-7241

他

中
第26回定期演奏会
　18:00～20:00　　無料・自由席
　神戸ウインドシンフォニカ　090-5012-6520(寺﨑)

26●土

ヌーベル・エトワール発表会
　14:00～16:00　　無料・自由席
　ヌーベル・エトワール　381-6161

生誕250年 ベートーヴェン・チクルス「ベートーヴェンの森」公開講座
東灘区民センター 多目的ホール　　　
　14:00～15:30　　￥500
　東灘区民センター　822-8333

神戸男声合唱団 第44回定期演奏会
　15:00～17:00　　￥1,000・指定席
　神戸男声合唱団　994-3065

大

指定公演【混声】区民センターシリーズ
西区民センター なでしこホール
　14:00～16:00
　　一般￥2,000（当日￥2,500）/U25（25歳以下）￥1,000・自由席
　（公財）神戸市民文化振興財団　361-7241

他

中

他

他

【混声】マンスリーミニコンサート
しあわせの村 研修館ホール
　13:30～14:10　　無料・自由席
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

他

箏のしらべ 琴唱会50周年演奏会
　11:00～16:00　　　￥2,000・自由席
　琴唱会　996-1571

フルート500人アンサンブル ～みんなで奏でる大人数オーケストラ～
神戸ファッションマート アトリウムプラザ
　14：00～15：00　　無料
　(公財)神戸市民文化振興財団　351-3597

中
月亭方正 独演会
　14:00～16:00　18:30～20:30　　　￥4,300・指定席
　グリークス　06-6966-6555

30●水

29●火

中
拵井加代子シャンソンリサイタル 夢・・・きらめき
　13:30～15:30　　　前売￥4,000/当日￥4,500・自由席
　アン・クロス拵井加代子　090-4569-3742

25●金 中

中

錦扇の舞
　11:00～15:30　　無料・自由席
　（錦扇の舞）錦扇の会　732-0680

大
神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・会員・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731（川上）

中
神戸職場人合唱団 かがり火 第42回定期演奏会
　14:00～16:00　　　大人￥1,200/大学生以下￥500・自由席
　神戸職場人合唱団 かがり火　contact@kobe-kagaribi.jp

22●火●祝

大

大



11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※特に「税別」と記載のないものは、
　税込価格です…神戸市民文化振興財団　主催公演赤字

※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。　※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。

和太鼓松村組 神戸公演20周年記念コンサート「月華」
　16：00～18：00
　　Ｓ席￥5,000/Ａ席￥4,000 ※当日 各￥500増・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

2019年11月 Event schedule
KAN BAND LIVE TOUR 2019 クイズ・新曲は誰だ！？
　18:30～21:00　　￥7,200・指定席
　株式会社グリーンズコーポレーション　06-6882-1224(平日11:00～19:00)

中

3●日●祝

23●土●祝

1●金
2020年11月分大･中ホール･リハーサル室
2020年5月分練習室

抽選日の
お知らせ

一般発売日
神戸市混声合唱団 春の定期演奏会
「春へのあこがれ」2020/3/7●土 中
生誕250年 ベートーヴェン・チクルス
「ベートーヴェンの森」第2回中●金

●祝2020/3/20

神戸文化ホール友の会
会員先行発売日

桂米朝一門会2020/3/1●日
2020/3/14●土

中
貞松・浜田バレエ団特別公演
「創作リサイタル31」中

一般発売日
桂米朝一門会2020/3/1●日

2020/3/14●土
中

貞松・浜田バレエ団特別公演
「創作リサイタル31」中

第106回 神戸市吹奏楽祭
　10:30～18:00　　無料・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団　351-3597

創立30周年 グループアルゴ マンドリンコンサート
　13:30～15:45　　無料・自由席
　グループアルゴ　080-3804-3323(原田)

中

大

4●月●休

混声合唱団コーロKSC 第12回定期演奏会
　14:00～16:00　　無料・自由席・整理券
　混声合唱団コーロKSC　582-0113

渡辺美里 35th Anniversary Live 
Love Life Sweet Emotion Tour 2019-2020
　17:30～20:00　　　￥8,250･指定席
　株式会社グリーンズコーポレーション　06-6882-1224(平日11:00～19:00)

中

大

9●土

神戸朝鮮高級学校 創立70周年記念文化行事 イオLABO
　15:00～17:30　　無料・整理券
　神戸朝鮮高級学校　709-0255

大

神戸市立定時制高等学校 3校合同芸術鑑賞会
　18:00～20:30　　無料・指定席
　神戸市立摩耶兵庫高等学校(神戸市立神戸工科高等学校・神戸市立楠高等学校) 
　360-1316

大

令和元年度 第3回法定研修会
　13:30～16:30　　無料・自由席
　公益社団法人 不動産保証協会兵庫県本部　261-0901

10●日

24●日

第28回 暴力団追放兵庫県民大会
　13:30～16:00　　無料・自由席
　(公財)暴力団追放兵庫県民センター　362-8930(今井)

指定公演【混声】海のコンサート
舞子ビラ神戸 あじさいホール
　14:00～16:00
　　￥1,500（当日￥2,000）/U25￥1,000・自由席
　（公財）神戸市民文化振興財団　361-7241

他

中

しまじろうコンサート
「サンタのくにの クリスマスレストラン」
　10：00～11:10　12：30～13:40　15：00～16:10　17：30～18:45
　　￥3,055(神戸文化ホールPG取扱)/￥3,177(その他PG取扱)・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349
　しまじろうコンサート［お客さま窓口］　0120-988ｰ883
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受付時間9:00～21:00）

【混声】マンスリーミニコンサート
しあわせの村 研修館ホール
　13:30～14:10　　無料・自由席
　しあわせの村 交流推進係　743-8092

他

中
バレエカンパニーウエストジャパン「First Impression」
　13:30～16:00　　S席￥9,000/Ａ席￥8,000・指定席
　Ballet Company West Japan
　080-5341-3555/sejichan@iris.eonet.ne.jp

中

中

橋幸夫と歌の仲間たち
　13:00～15:00　
　前売 PS￥6,800/SS￥5,800(税別)
　当日 PS￥8,000/SS￥6,800(税別)・指定席
　株式会社 夢グループ　0570-064-724

7●木

8●金

12●火

19●火

26●火

20●水

13●水

14●木

大

大

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・会員・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731（川上）

大

大

しまじろうコンサート
「サンタのくにの クリスマスレストラン」
　10：30～11:40　13：00～14:10　15：30～16:45
　　￥3,055(神戸文化ホールPG取扱)/￥3,177(その他PG取扱)・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349
　しまじろうコンサート［お客さま窓口］　0120-988ｰ883
　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受付時間9:00～21:00）

大

大

神戸市老眼大学
　10:30～12:00　13:30～15:00　　無料・会員・関係者
　神戸市生涯学習支援センター　251-4731（川上）

生誕250年 ベートーヴェン・チクルス
「ベートーヴェンの森」前夜祭
　16：00～18：00
　　S席￥4,000/A席￥3,000/U25(25歳以下)￥1,000・指定席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

16●土

22●金

28●木

ろうきんコンサート2019
　14：00～16：00　
　　￥1,000・自由席
　一般財団法人兵庫労働者福祉基金協会　371-5795

大
指定公演

神戸ファミリー劇場 映画「万引き家族」上映会
　10:30～12:30　14:00～16:00　　￥1,300・自由席
　神戸ファミリー劇場　331-6100

中

中

THE SUPER ACAPPELLA SHOW ! Vol.531
　13:30～16:30　　前売￥4,000・指定席
　the XAVYELLS　271-1651

中

神戸市立中学校特別支援学級 文化発表会
　10:30～15:35　　無料・関係者
　神戸市立中学校教育研究会特支援教育研究部　743-7322

中

更生保護制度施行70周年記念 近畿大会
　13:50～16:00　　無料・自由席
　更生保護制度施行70周年記念近畿大会準備委員会事務局　06-6949-6261

第27回神戸音楽家協会会員による「神戸からのしらべ」
　14:00～16:00　　　￥2,500・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団　351-3597

中

中

年末調整説明会
　10:00～12:30　13:30～16:00　　無料・自由席
　公益社団法人 神戸納税協会　231-5811

27●水
神戸文化ホールキネマ「オーケストラ！」
　10：30～12：34　14：00～16：04　
　　￥1,000・自由席
　神戸文化ホールプレイガイド　351-3349

夢スター歌謡祭 春組対秋組歌合戦
　18:00～20:00
　前売 PS￥8,500/SS￥6,980(税別)　当日 SS￥8,000(税別)・指定席
　株式会社 夢グループ　0570-064-724

30●土

大

大

29●金

中央区小学校連合音楽会
　13:30～16:00　　無料・自由席・関係者
　神戸市中央区小学校連合音楽会 

第54回民踊まつり
　10:30～16:00　　無料・自由席
　日本民踊研究会 兵庫県支部　0794-85-0190

中

大

神戸フィルハーモニック 第79回定期演奏会
創立40周年記念シリーズVol.2 ～未来に向かって～
　14:00～16:00
　　一般￥2,500（当日￥3,000）/大学生以下￥1,000・自由席
　神戸コンサート協会　805-6351

大

ウィーンの情熱 プレコンサート
神戸新聞松方ホール
　19：00～21：00
　　一般￥3,000/ペア券￥5,000/U22(22歳以下)￥1,000・自由席
　(公財)神戸市民文化振興財団　351-3597

他

クリスマスチャリティーコンサート
カトリック神戸中央教会
　18：30～20：30
　　￥2,000(当日￥2,500)・自由席
　（公財）神戸市民文化振興財団　361-7241

他

げ っ か




