
キッズヒップホップ発表会 親子でリズム＆ストレッチ
会　場︓葺合文化センター
　　　　大ホール（旗塚通）
時　間︓15︓30～16︓30
対　象︓２歳位～小学生のお子さんと保護者
参加費︓500円　　定　員︓10組20名の親子（先着順）

講　師︓川北 麻記子（当センターキッズヒップホップ講師）

お申込︓先着順にて現在受付中

中国の文化・歴史・食を知ろう
会　場︓葺合文化センター 中会議室①
時　間︓13︓00～14︓30
対　象︓一　般
参加費︓500円　　　定　員︓各36名（先着順）

講　師︓于 雪婷
お申込︓9月中旬予定

ソフトピラティス
会　場︓葺合文化センター 大会議室
時　間︓10︓30～11︓45
参加費︓500円　　　
持ち物︓動きやすい服装・ハンドタオル・靴下・飲物

講　師︓久米 彩未（元劇団四季 ・ Pilates A-Light 主宰）

お申込︓先着順にて現在受付中

会　場︓葺合文化センター
　　　　大ホール（旗塚通）
時　間︓開演10︓45（開場10︓30）
対　象︓一　般 　　料　金︓無　料
出演者︓当センターキッズヒップホップ①②の生徒

ワインと
　秋の夜長のJAZZ LIVE

会　場︓葺合文化センター
　　　　大ホール（旗塚通）
時　間︓開演18︓00（開場17︓30）
対　象︓一  般
料　金︓前売￥3,000／当日￥3,500（全自由席）
出演者︓岩宮 美和 Vocal
　　　　広瀬 未来 Trumpet

秋にぴったり！！　スポーツから文化教養をそろえました！

これをきっかけに始めてみませんか！！

キッズヒップホップ講座のこども達の発表会に

音楽鑑賞の秋、ジャズライブとクラシックギター講座の発表会♪

ホールイベント 体験イベント

※ 詳しくは各チラシをご覧ください。

こんにちわ！ 暑さもずいぶんやわらいできました。

生田川もすごしやすいですね！

葺合文化センターでは講座のほか、楽しいイベントもたくさん開催しています♪

みなさまお誘い合わせのうえお気軽にお越しください！！
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葺合文化センター発行／

当センターキッズヒップホップ①②の生徒の発表会

クラシックギター名曲コンサート
会　場︓葺合文化センター
　　　　大ホール（旗塚通）
時　間︓開演14︓30（開場14︓00）
対　象︓一　般 　　　料　金︓無　料
出演者︓クラシックギター（初級・中級）講座の生徒

12/10
（日）

当センタークラシックギターの生徒の発表会
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神戸市中央区
マスコットキャラクター

かもめん

（木）
21ＯＲ28

10/
（水）

18ＯＲ25

くめ　 あやみ

かわきた　まきこ

ウ セッテイ
（当センター中国語（入門）講師）
（兵庫県立大学中国語非常勤講師）

対　象︓女性限定
定　員︓各18名（先着順）

石橋 敬一 Bass
金子 敏男 Drums 
高岡 正人 Piano　チケットはお早めに︕

♪

♫
♫

前売券発売中︕
前売券

　　発売中︕



好評だった随時講座が定例講座となって

再登場です♪途中からのお申込もできます。

新規講座

アクセス/お問合せ

作品展示

ごあんない

(公財)神戸市民文化振興財団は神戸環マネジメントシステム（KEMS）の認証を取得し、
環境保全に努めています。みんなの知恵（節電やグリーン購入）で環境にやさしい街に。

春日野道

交番

雲中
小学校前

旗塚保育所

セブン
  イレブン

G線

交番

布引 　　　　　　　　　布引 　　　　　　　　　 雲中
小学校前

ローソンローソン 雲中
小学校

葺合
中学校

郵便局

旗塚保育所
トーホートーホー

セブン
  イレブン

G線 民生

阪 急

新幹線

地
下
鉄

Ｊ Ｒ

生
田
川

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド

国体道路

山手幹線

か
す
が
の
坂

柳 

筋

三 宮

新 神 戸

葺合文化センター
神戸芸術センター6Ｆ

葺合文化センター
大ホール

中
央

小
学
校

N

○葺合文化センターは本館と大ホールと離れた場所にあります。　
　ご利用の際はお気を付けください。（マップ参照）

○駐車場は有料になります。
　神戸芸術センター 立体駐車場（30分/200円）
　もしくはお近くのコインパーキングをご利用下さい。

フェイクフラワーで
　かわいい雑貨づくり

会　場︓葺合文化センター
　　　　中会議室①
時　間︓13︓30~15︓00
対　象︓一　般
定　員︓12名
受講料︓6,500円(別途材料費800円～1,000円）（全5回）

講　師︓正野 見和（インテリアフラワーデザイナー）
お申込︓先着順にて現在受付中
日　程︓①10/7 ②11/18 ③12/9 ④1/27 ⑤2/24

会　場︓葺合文化センター 大会議室
時　間︓24日（日） 9︓00~17︓00
　　　　25日（月） 9︓00~21︓00
　　　　26日（火） 9︓00~21︓00
　　　　27日（水） 9︓00~21︓00
対　象︓一　般
内　容︓【はじめての絵画（入門）】 【デッサンを楽しむ】
　　　　【パッチワークキルト】    【写真（入門）（step2）】

10月
～2月
土

定期的に各受講生の皆さんの作品を展示しています。

日頃の成果をぜひご観覧ください！

【暫定本館】 神戸市中央区熊内橋通7-1-13 神戸芸術センター６F（暫定本館）
【大ホール】 神戸市中央区旗塚通4丁目4番1号

TEL078-242-0414  FAX078-261-0366
葺合文化センター（神戸芸術センター6F）

葺合文化センター
秋季ふきあい美術展

9月
24～27
（日）（水）

葺合文化センター
ふきあい雪月作品展 内容は決まり次第

ご案内いたします
会　場︓花時計ギャラリー

12月

〈花時計ギャラリー〉とは三宮地下街さんちかにあるギャラリーです。
神戸市営地下鉄海岸線 三宮・花時計駅から南と西にのびる地下道の
壁面にあるギャラリーです。
葺合文化センターのコーナーは、地下鉄 三宮・花時計駅から西方面
にのびる地下道沿いにあります︕
元町方面に向かうには大変便利な地下道ですよ☆
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単発で一定期間行われる講座です。

途中からのお申込もできます。

随時講座

みんなの青春ソング
会　場︓葺合文化センター
　　　　大ホール（旗塚通）
時　間︓14︓30~16︓00
対　象︓一　般
定　員︓各20名
受講料︓10,280円（全10回）
講　師︓池田 真己（神戸市混声合唱団 バリトン歌手） 
　　　  前川 裕介（神戸市混声合唱団 ピアニスト） 

お申込︓先着順にて現在受付中
日　程︓①10/23 ②10/30 ③11/13 ④11/27 ⑤12/4
　　　  ⑥12/11 ⑦1/8 ⑧1/22 ⑨2/5 ⑩2/12

10月
～2月
月　

 アートフラワー
（造花）を使ってアレンジします。
季節を彩るおしゃれな作品を作りましょう。

池田氏
前川氏

懐かしのポップスをうたいます♪懐かしのポップスをうたいます♪

日　時︓平成29年12月23日（土） 15時開演
場　所︓神戸文化ホール 大ホール

指　揮︓朝比奈 千足
ソリスト︓老田 裕子・八木 寿子
　　　　馬場 清孝・伊藤 正
合　唱︓神戸文化ホール第九合唱団

※神戸文化ホール第九合唱団とは
　各区民センターで募集した
　第九の為の合唱団です

【 市民の第九2017 】 コンサート
前売券 2,200 円
当日券 2,500 円

入場料

昨年の模様


