
①行事名②開催日時③会場（住所と電話番号）④主な出演者⑤料金⑥主催者名⑦問い合わ
せ（電話番号とFAX番号）を記入の上、下記へ。読者プレゼントも歓迎します。
〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1ベイ・ウイング神戸ビル10階
（株）イディー内「ＫＯＢＥ Ｃ情報編集室」
☎078-331-5255 ＦＡＸ078-331-7800 E-mail：kobe_c_info@idee-kobe.com
※情報提供は開催月の前々月の15日が最終締切（例9月5日の行事は7月15日必着です）。
紙面の都合により掲載が難しい場合もあります。あらかじめご了承ください。

情報をお寄せください

KOBE C情報はWEBでも見ることができます。
http://www.kobe-bunka.jp/c/

【応募方法】はがきにプレゼント番号、イベント名、郵便番号、住所、名前、年齢、
電話番号、「KOBE C情報」へのご感想・ご意見、「KOBE C情報」の入手場所を
記入の上、〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1ベイ・ウイング神戸10階（株）
イディー「ＫＯＢＥ Ｃ情報プレゼント係」へお送りください。

【応募締め切り】7月5日（金）必着（チケット到着日が公演日の直前になる可能性が
あります。あらかじめご了承ください）。
※11の招待券は「ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス」鑑賞には使用できません。
※1112のプレゼントは7月8日（月）以降の発送になります。
※当選はプレゼントの発送をもって発表にかえさせていただきます。
※このコーナーに応募された際の個人情報の取り扱いについては、発行者である（公財）神戸市
民文化振興財団および受託者（株）イディーにおいて厳重に管理し、プレゼントの発送・関連す
るお問い合わせのみにおいて利用します。応募された方の個人情報は事前の同意・承諾を得ず
に第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。

特集
❶アンサンブル・リュネット公演（7／31西区民センター）・・・・・・・・・・・・・・・・親子ペア5組
ART MUSEUM
❷ヒグチユウコ展 CIRCUS（神戸ゆかりの美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸Flowers モードに咲く花（神戸ファッション美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹神戸の暮らしを“デザイン”する（神戸市立小磯記念美術館）・・・・・・・・・ペア5組
❺こどもとおとな―これ、なににみえる？（芦屋市立美術博物館）・・・・・・ペア5組
❻恐竜ワールド（明石市立文化博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❼へんがおの世界（兵庫県立歴史博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❽サクソフォンカルテット・コパン リサイタル（（公財）兵庫県芸術文化協会）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❾第15回定期演奏会（アンサンブル・ジョワン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
10ドニゼッティ レクイエム（神戸フロイデ合唱団）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
CINEMA
11「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
12「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
13バハールの涙（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
ミニ特集
14エルンスト・クライドルフ展（伊丹市立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
15ガラスの水族館（KOBEとんぼ玉ミュージアム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
16絵の中の生きものたち（白鹿記念酒造博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT 0歳から参加できる！
親子で楽しむジャズコンサート

ジャズの生演奏とともに、親子で歌ったり踊ったりして楽しめるコン
サート。関西のミュージシャンで構成する「グローバル・ジャズ・オーケ
ストラ」と、ジャズシンガーの小柳淳子、東かおるの歌でディズニー映画
『アラジン』のメインテーマやアンパンマン
体操などを演奏する。
■日時／8月8日（木）14：00開演
■場所／東灘区民センター うはらホール
■料金／500円※年齢に関係なく1名につき
■対象／親子約100組※要申し込み（申し込み多数の場合抽選）
■申し込み／はがき、FAX、Eメールで①参加希望者全ての氏名（ふりがな付き）・
　年齢・ベビーカーの有無②申し込み代表者の郵便番号・住所・電話番号を明記
　し、7月27日（土）必着で下記へ
■問い合わせ・郵送先／（公財）神戸市民文化振興財団「神戸ジャズ物語」係
　〒650-0017 神戸市中央区楠町4-2-2 ☎351-3597 FAX351-3121
　　oyako-jazz@kobe-bunka.jp

ジャズのビッグイベントをお手伝い
神戸ジャズストリートボランティア（ジャズクルー）募集
●日時／10月12日（土）、13日（日）10：00～18：00予定
●内容／各会場整理、案内誘導ほか
●条件／両日とも参加可能な人
●申し込み／名前・住所・電話番号を明記し下
　　　　　　記へ。定員になり次第締め切り
●問い合わせ・郵送先／
　神戸ジャズストリート実行委員会「神戸ジャズストリート・ジャズクルー係」
　〒658-0001神戸市東灘区森北町1-4-26-401 ☎080-3864-2011
　※ホームページからの申し込みも可

神戸文化ホール サマージャンボリー2019
オカシナ♥セカイ
神戸文化ホールを舞台に様々な世代が楽しめるイベント、サマージャンボ
リー。その全プログラムが決定しました。「オカシナ♥セカイ」をテーマに、
ちょっと不思議な芝居やワークショップ、音楽ライブ等を繰り広げます。

●日程／8月3日（土）・4日（日）・21日（水）・22日（木）・28日（水）
●場所／神戸文化ホール
●主なプログラム／
【3日（土）】ダンスワークショップ、楽器作りワークショップ、段ボールワークショップ
【4日（日）】フェスティバル音楽ライブ
【21日（水）・22日（木）】演劇「グレーテルとヘンゼル」
【28日（水）】映画「ひつじのショーン バック・トゥ・ザ・ホーム」
　　　　　コマ撮りワークショップ
●問い合わせ／（公財）神戸市民文化振興財団　事業部文化ホール事業課
☎351-3397 　詳しくは

INFORMATION

現代アートを切り口に何かを“飛び越え、あちら側へ向か
う”ための試み「アート・プロジェクト KOBE 2019：
TRANS-」が今秋、神戸で開催される。世界各地で開催が
相次ぐ芸術祭とは一線を画し、参加作家は2名に絞る。
神戸の3つのエリアを舞台に、美術作品や野外劇など
様々な仕掛けが出現する新しい芸術祭をお見逃しなく！
■会場　新開地、兵庫港、新長田を中心とする3エリア
■会期　9月14日(土)～11月10日(日)※火曜定休
■参加作家　グレゴール・シュナイダー、やなぎみわ

公式ＨＰは
こちら→

やなぎみわ巡礼劇《日輪の翼》前売チケット発売
会期中、TRANS- の参加作家で兵庫区出身の世界的アーティスト、やなぎ
みわによる巡礼劇《日輪の翼》を海上公演にて開催します。
詳細　オバと呼ばれる老婆らと若者たちが日本各地の聖地を巡る物
語を、芝居、歌、パフォーマンス、ダンスで表現。神戸最古の港で幻想
的な空間をつくり出す。

公演日　10月4日(金)・5日(土)・6日(日)18：00開演
会場　　神戸市中央卸売市場本場内特設会場
料金　　前売り：一般4,000円、25歳以下2,500円※就学児以上対象 
　　　　当日：一律4,500円
7月1日(月)から前売チケット発売  神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349
申し込み・問い合わせ　神戸市イベント案内・申込センター ☎333-3372

検索神戸文化ホール

検索神戸ジャズストリート

令和元年6月23日発行 第440号（毎月23日発行）無料令和元年6月23日発行 第440号（毎月23日発行）無料
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夏休みが始まる7月は、子ども
たちが楽しめる本格的な芸術
イベントが盛りだくさん。
美術に歴史に音楽に。もっと
もっと好きになるきっかけに
出合いにいこう！

本物の体
験・

感動がい
っぱい！

神戸アートビレッジセンターで
絵を描く子どもたち

神戸松蔭女子学院大学チャペルでパイプオルガンを弾く子どもたち

神戸市立博物館のイ
ベントで

神戸市内を探検する
子どもたち



もっと好きになる！！音楽・アート・歴史が

パイプオルガンを知って触れて

夏休みこどもコンサート

神戸市内の2つの大学のチャペルで開催される、子どもたちがパイプオル
ガンに触れることのできる人気イベント。解説を聞いたり、実際に音の響
きを確かめたりして、パイプオルガンの音が鳴る仕組みを学ぶ。オルガニ
ストによるミニコンサートや参加者が一人ずつパイプオルガンを弾ける
のも楽しみ！

楽器演奏や歌だけでなく芝居や
コントまでしてしまう、男性フ
ルート奏者4人組「アンサンブ
ル・リュネット」によるコンサー
ト。「ドラえもんのうた」「エリー
ゼのために」等、親しみやすいプ
ログラムを、笑いがいっぱいのス
テージで披露する。

神戸市混声合唱団が子どもたちを対象にしたコンサートを
初めて開催。「さんぽ」「パプリカ」等の子どもたちに愛され
る作品を披露。
8月には灘区民ホールでも行うほか、神戸市室内管弦楽団に
よる子ども向けのコンサートも開催される。

パイプオルガンにふれてみよう！

日 7月31日（水）①11:00②14:00開演　　
所   神戸市立北区民センターすずらんホール
￥   一般1,000（800）円、小学生以下500（400）円
　  ※膝上の場合3歳以下は無料

問 (公財）神戸市民文化振興財団演奏課  ☎361-7241

日 所   
①7月30日（火）13:00開演／生田文化会館大ホール
②7月31日（水）10:00開演／北神区民センター多目的ホール
③7月31日（水）14:00開演／西区民センターなでしこホール
￥  一般1,000円、小学生以下500円、親子ペア券1,200円※前売りのみ
　　※年齢に関わらずチケットが必要

問 (公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

日 7月29日（月）14:00開始　　所   神戸国際大学チャペル
￥   無料　　対   小学3～6年生30人※保護者参加可（応募多数の場合は抽選）
申 7月16日（火）までに右記の二次元コードから申込フォーム
　 にアクセスし必要事項を記入
問 神戸市イベント案内・申込センター ☎333-3372

￥ 無料※大学生以上は要入館料 休 月曜休館（祝休日の場合は翌日）
問 神戸市立小磯記念美術館 ☎857-5880

日 「描こう！！」7月28日（日）・「消そう！！」8月18日（日）13:30開始
対 3歳以上※未就学児は保護者同伴（応募多数の場合は抽選）
￥ 両日参加で1,000円※イラストレーター・遠山敦デザインのTシャツ付き
申 7月7日（日）22:00までにメールまたは電話で問へ
問　 神戸アートビレッジセンター ☎512-5500
　　　community@kavc.or.jp

日 7月6日（土）10:30開始
対 小学生以上(高校生以下)と
　 その保護者20組（先着）
￥ 50円※保護者は観覧料として1,100円
申 電話で問へ
問　 兵庫県立美術館
     ☎262-0908

日 8月3日（土）10:00～12：00
対 小学4年生～中学生20人とその保護者
　  ※子ども1人に保護者1人まで。子どものみの
　　応募不可（応募多数の場合は抽選）

￥ 無料
申 7月19日（金）（消印有効）までに参加者氏名（ふりがな）、
　 学年、保護者年齢、電話番号、返信先を記載して、往復はがき
　 で問へ※1枚に4人まで申し込み可
問　 神戸市立博物館 〒650-0034 神戸市中央区京町24 ☎391-0035

パイプオルガンって？
たくさんのパイプを配列し、チャペルや教
会に設置するオルガン。一台で数十種類の
音色を持つ。神戸松蔭女子学院大学のパイ
プオルガンは歴史的なフランスのオルガン
を再現したもの、神戸国際大学のパイプオ
ルガンは最新の技術を取り込んだもの。

神戸市混
声合唱団

の

0歳から
入場OK！

親と子どものための

   スペシャルコンサート
アンサン

ブル・リュ
ネット神戸

ツアー

0歳から
入場OK！

夏休みはどこ
へ

お出掛けする
？

みんなで楽し
い

コンサートに
おいでよ！

美術館を
満喫！

印象派を
じっくり

思いっきり
アート！

推理して
探そう

子供も大人も楽しもう

神戸市立小磯記念美術館

夏休みワークショップ
でっかぁーーい窓ガラスに
みんなで絵を描こう！！＆消そう！！VOL.7 神戸旧居留地たんてい団

「印象派からその先へ－世界に誇る吉野石膏コレクション」展　

兵庫県立美術館

おやこ解説会
神戸アートビレッジセンター 神戸市立博物館

美術館をたっぷり楽しめる申し込み不要の4つのワーク
ショップを開催。気軽に足を運んで美術館に親しもう。

モネ、ルノワール、ゴッホら名だたる画家の作品が集まる特
別展をより深く知ることができる。「印象派って何？」という
疑問を、作品を見比べながら学芸員が分かりやすく解説。西
洋美術史入門としてもぴったり！ 

自分の体よりずっと大きな窓ガラスをキャンバスに、思いっ
きり絵を描くイベント。イラストレーターの遠山敦が、子ども
たち一人一人と話しながらアイデアや想像力を引き出す。描い
た絵を消すイベント（8／18）も。

神戸市立博物館が所蔵する明治時代の旧居留地の写真と絵
を手掛かりに、同館学芸員らと旧居留地を探検しながら現在
の場所はどこかを推理する。探偵になりきって、神戸の歴史
スポットや発展の様子を発見しよう。なぞとき＆

虹色カードミッション

作品を鑑賞しながら同
館オ

リジナルのクイズに挑
戦。

日 7月23日(火)～

    8月27日(火)の平
日

 　14：00～16：00

対 誰でも
    ※小学2年生以下は大

人同伴

ほかにも
①“こいそさん研究”ワークシート
対  小学生～高校生
②こいそさんぬりえ
対  誰でも
③お気に入りを描こう
対  4歳～高校生※小学2年生以下は大人同伴
日　①②③いずれも
　　7月13日（土）～9月1日（日）　　※②③は画用紙や色鉛筆を貸し出し

こんな絵を手掛かりに

夏休み子どもわくわくスクール「パイプオルガンにさわってみよう！」
日 8月1日（木）14:00開始　　所   神戸松蔭女子学院大学チャペル
￥   無料　　対   小学4～6年生20人※保護者参加可（応募多数の場合は抽選）
申 7月10日（水）までに参加者氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、学校名・
　学年、受講回数（過去何回、同イベントに参加したか）を明記してメールで
　 問へ
問 神戸松蔭女子学院大学キリスト教センター  ☎882-6124
　  　st.maria-chapel@shoin.ac.jp

団員の皆さ
んから

メッセージ

子どもの頃から
もっと気軽に
音楽の生演奏を
楽しんで！

MC以外で
マイクは使わず。
プロならではの
歌声を体感して！

一緒に歌って、
踊って、

音楽の楽しさを
体中で感じよう！

みんなが
大好きな夏の歌、
親子で楽しめる曲を
たくさん集めました！

神戸国際大学の
パイプオルガン

神戸松蔭女子学院大学のパイプオルガン

アンサンブル・リュネット

絵を描くのが好きな人も苦手な人もどんとこい!! 
みんなで楽しんで描きましょーーー!!

クロード・モネ
《テムズ河のチャリング・クロス橋》1903 年　
油彩／カンヴァス　吉野石膏コレクション

※いずれも市外局番は 078 です。
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もっと好きになる！！音楽・アート・歴史が

パイプオルガンを知って触れて

夏休みこどもコンサート

神戸市内の2つの大学のチャペルで開催される、子どもたちがパイプオル
ガンに触れることのできる人気イベント。解説を聞いたり、実際に音の響
きを確かめたりして、パイプオルガンの音が鳴る仕組みを学ぶ。オルガニ
ストによるミニコンサートや参加者が一人ずつパイプオルガンを弾ける
のも楽しみ！

楽器演奏や歌だけでなく芝居や
コントまでしてしまう、男性フ
ルート奏者4人組「アンサンブ
ル・リュネット」によるコンサー
ト。「ドラえもんのうた」「エリー
ゼのために」等、親しみやすいプ
ログラムを、笑いがいっぱいのス
テージで披露する。

神戸市混声合唱団が子どもたちを対象にしたコンサートを
初めて開催。「さんぽ」「パプリカ」等の子どもたちに愛され
る作品を披露。
8月には灘区民ホールでも行うほか、神戸市室内管弦楽団に
よる子ども向けのコンサートも開催される。

パイプオルガンにふれてみよう！

日 7月31日（水）①11:00②14:00開演　　
所   神戸市立北区民センターすずらんホール
￥   一般1,000（800）円、小学生以下500（400）円
　  ※膝上の場合3歳以下は無料

問 (公財）神戸市民文化振興財団演奏課  ☎361-7241

日 所   
①7月30日（火）13:00開演／生田文化会館大ホール
②7月31日（水）10:00開演／北神区民センター多目的ホール
③7月31日（水）14:00開演／西区民センターなでしこホール
￥  一般1,000円、小学生以下500円、親子ペア券1,200円※前売りのみ
　　※年齢に関わらずチケットが必要

問 (公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

日 7月29日（月）14:00開始　　所   神戸国際大学チャペル
￥   無料　　対   小学3～6年生30人※保護者参加可（応募多数の場合は抽選）
申 7月16日（火）までに右記の二次元コードから申込フォーム
　 にアクセスし必要事項を記入
問 神戸市イベント案内・申込センター ☎333-3372

￥ 無料※大学生以上は要入館料 休 月曜休館（祝休日の場合は翌日）
問 神戸市立小磯記念美術館 ☎857-5880

日 「描こう！！」7月28日（日）・「消そう！！」8月18日（日）13:30開始
対 3歳以上※未就学児は保護者同伴（応募多数の場合は抽選）
￥ 両日参加で1,000円※イラストレーター・遠山敦デザインのTシャツ付き
申 7月7日（日）22:00までにメールまたは電話で問へ
問　 神戸アートビレッジセンター ☎512-5500
　　　community@kavc.or.jp

日 7月6日（土）10:30開始
対 小学生以上(高校生以下)と
　 その保護者20組（先着）
￥ 50円※保護者は観覧料として1,100円
申 電話で問へ
問　 兵庫県立美術館
     ☎262-0908

日 8月3日（土）10:00～12：00
対 小学4年生～中学生20人とその保護者
　  ※子ども1人に保護者1人まで。子どものみの
　　応募不可（応募多数の場合は抽選）

￥ 無料
申 7月19日（金）（消印有効）までに参加者氏名（ふりがな）、
　 学年、保護者年齢、電話番号、返信先を記載して、往復はがき
　 で問へ※1枚に4人まで申し込み可
問　 神戸市立博物館 〒650-0034 神戸市中央区京町24 ☎391-0035

パイプオルガンって？
たくさんのパイプを配列し、チャペルや教
会に設置するオルガン。一台で数十種類の
音色を持つ。神戸松蔭女子学院大学のパイ
プオルガンは歴史的なフランスのオルガン
を再現したもの、神戸国際大学のパイプオ
ルガンは最新の技術を取り込んだもの。

神戸市混
声合唱団

の

0歳から
入場OK！

親と子どものための

   スペシャルコンサート
アンサン

ブル・リュ
ネット神戸

ツアー

0歳から
入場OK！

夏休みはどこ
へ

お出掛けする
？

みんなで楽し
い

コンサートに
おいでよ！

美術館を
満喫！

印象派を
じっくり

思いっきり
アート！

推理して
探そう

子供も大人も楽しもう

神戸市立小磯記念美術館

夏休みワークショップ
でっかぁーーい窓ガラスに
みんなで絵を描こう！！＆消そう！！VOL.7 神戸旧居留地たんてい団

「印象派からその先へ－世界に誇る吉野石膏コレクション」展　

兵庫県立美術館

おやこ解説会
神戸アートビレッジセンター 神戸市立博物館

美術館をたっぷり楽しめる申し込み不要の4つのワーク
ショップを開催。気軽に足を運んで美術館に親しもう。

モネ、ルノワール、ゴッホら名だたる画家の作品が集まる特
別展をより深く知ることができる。「印象派って何？」という
疑問を、作品を見比べながら学芸員が分かりやすく解説。西
洋美術史入門としてもぴったり！ 

自分の体よりずっと大きな窓ガラスをキャンバスに、思いっ
きり絵を描くイベント。イラストレーターの遠山敦が、子ども
たち一人一人と話しながらアイデアや想像力を引き出す。描い
た絵を消すイベント（8／18）も。

神戸市立博物館が所蔵する明治時代の旧居留地の写真と絵
を手掛かりに、同館学芸員らと旧居留地を探検しながら現在
の場所はどこかを推理する。探偵になりきって、神戸の歴史
スポットや発展の様子を発見しよう。なぞとき＆

虹色カードミッション

作品を鑑賞しながら同
館オ

リジナルのクイズに挑
戦。

日 7月23日(火)～

    8月27日(火)の平
日

 　14：00～16：00

対 誰でも
    ※小学2年生以下は大

人同伴

ほかにも
①“こいそさん研究”ワークシート
対  小学生～高校生
②こいそさんぬりえ
対  誰でも
③お気に入りを描こう
対  4歳～高校生※小学2年生以下は大人同伴
日　①②③いずれも
　　7月13日（土）～9月1日（日）　　※②③は画用紙や色鉛筆を貸し出し

こんな絵を手掛かりに

夏休み子どもわくわくスクール「パイプオルガンにさわってみよう！」
日 8月1日（木）14:00開始　　所   神戸松蔭女子学院大学チャペル
￥   無料　　対   小学4～6年生20人※保護者参加可（応募多数の場合は抽選）
申 7月10日（水）までに参加者氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、学校名・
　学年、受講回数（過去何回、同イベントに参加したか）を明記してメールで
　 問へ
問 神戸松蔭女子学院大学キリスト教センター  ☎882-6124
　  　st.maria-chapel@shoin.ac.jp

団員の皆さ
んから

メッセージ

子どもの頃から
もっと気軽に
音楽の生演奏を
楽しんで！

MC以外で
マイクは使わず。
プロならではの
歌声を体感して！

一緒に歌って、
踊って、

音楽の楽しさを
体中で感じよう！

みんなが
大好きな夏の歌、
親子で楽しめる曲を
たくさん集めました！

神戸国際大学の
パイプオルガン

神戸松蔭女子学院大学のパイプオルガン

アンサンブル・リュネット

絵を描くのが好きな人も苦手な人もどんとこい!! 
みんなで楽しんで描きましょーーー!!

クロード・モネ
《テムズ河のチャリング・クロス橋》1903 年　
油彩／カンヴァス　吉野石膏コレクション

※いずれも市外局番は 078 です。
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KOBE C情報の小さな記事から、たくさんのアマチュアオーケストラと
ご縁ができて楽しませていただいております。（西宮市 三十尾さん）

VOICE家族で見ているので我が家の文化のレベルがUPしています。
（明石市 富永さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
7／17（水）12：10
●問神戸シティホールコンサート実行委員会
☎322-5165
長田区役所区民ギャラリー
7／24（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館
7／13（土）14:00
●問ひょうごアーティストサロン ☎321-2005

ロビーコンサート［無料］

演奏会によっては入場者の年齢に制限がある場合があります。事前にご確認ください。日時・休館日などは変更になる場合が
あります。記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は078です。また、問マークのない場合は、施設にお問い合わせく
ださい。※料金（　）は前売り料金を表記しています｡※　マークはプレゼントがあります｡

明治、大正、昭和、平成、そして…

時代をかけぬけた歌
神戸市室内管弦楽団と神戸市混
声合唱団の合同公演。神戸を代
表する楽団と合唱団のハーモニー
でゆっくりと時代を振り返る機会
に。「庭の千草」「砂山」「青い山
脈」から「涙そうそう」まで、それぞれの時代を代表する16曲を集めて演
奏する。

北神区民センター ありまホール

7／7㊐14：00開演 ●所 北区藤原台中町1-3-1
●￥ 一般2,500（2,000）円、25歳以下1,000円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課 ☎361-7241

 100BANホール
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

New York Standards Quartet
-7th album “Heaven Steps to Seven” release tour-
ジャズの魅力を堪能できる王道ジャズライブ。
7／20（土）18:30
●￥一般4,500（4,000）円、学生2,500（2,000）円

過去の合同公演の様子

 東灘区民センター うはらホール
東灘区住吉東町5-1-16 ☎822-8333

ウィーンの風 真夏の夜の夢☆コンサート
ウィーンで活躍する演奏者による公演。
6日はゲストの久元祐子（ピアノ）とバイ
オリンのデュオ、16日は弦楽合奏。
7／6（土）・16（火）18:45
●￥指定席4,500（4,000）円、
一般4,000（3,500）円、
学生・障がい者2,000円、セット券6,000円
●問ケイ・ムジークフロイデ
☎080-4765-3811

アンサンブル・ショコラ
マンドリンコンサート
7／21（日）14:00 ●￥無料
●問 ☎993-0802（桑原）※夜間のみ

 日本芸術会館
中央区港島中町7-4-1 ☎599-6392

COFFEE BREAK MUSIC vol.2
MYUMヴァイオリンピアノデュオコンサート
7／27（土）14:20 ●￥1,000円

 六甲山カンツリーハウス
灘区六甲山町北六甲4512-98

ROKKO SUN MUSIC 2019
7／6（土）・7（日）12:00
●￥中学生以上5,500円、
小学生2,500円※前売り、両日券あり
●問 GREENS ☎06-6882-1224

美川憲一風かおる

神戸文化ホール 中ホール

7／13㊏17:00開演
●所 中央区楠町4-2-2 ●￥ S席6,000円、A席5,000円、B席4,000円
●問 スタジオ・ウインド ☎381-6161

4年ぶりに神戸で復活

シャンソンの祭典 神戸パリ祭
33年間開催され2015年に幕を閉
じた「KOBE パリ祭」が、シャンソン
歌手の風かおる主宰で復活する。
美川憲一、ROLLYら4人のゲスト
と、17人の歌手が色とりどりのシャ
ンソンの作品を歌い上げる。

サクソフォンカルテット・コパン

兵庫県民会館 けんみんホール

7／31㊌19:00開演 ●所 中央区下山手通4-16-3 ●￥ 2,000円
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会 ☎321-2002

サクソフォンカルテット・コパン リサイタル
－関西が生んだ女流作曲家とともに－

4人の女性サックス奏者で結成した「サ
クソフォンカルテット・コパン」の公演。
関西出身の若手女性作曲家の作品
「サクソフォン四重奏曲」等を演奏す
る。低音から高音まで4種類のサックス
が紡ぎ出す、パワフルで優美なアンサ
ンブルを楽しめる。

学芸員さんによるみどころコメントで作品のおもしろさが伝わってきます。
（三木市 大森さん）

VOICEC情報の表紙、毎月いろんな特集記事があり楽しみです。
（兵庫区 中井さん）

VOICE

※休館日は、祝休日と重なる場合等は変更される場合があります。必ず施設にご確認ください｡記載のない場合､所在地は神戸市
内で市外局番は078です｡また、問マークのない場合は、施設にお問い合わせください。※　マークはプレゼントがあります｡

《双子》2018年 ©Yuko Higuchi

 兵庫県立神戸生活創造センター
 県民ギャラリー
中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー2階
☎360-8530 □休会期中無休

Go写眞同好会写眞展
7／9（火）～14（日） ●￥無料

比類なきファンタジーの世界へ

ヒグチユウコ展 CIRCUS

ART［アート］

selection  GALLERY北野坂
中央区山本通1-7-17 ☎222-5517
□休会期中無休

GLASS WORKS
13人のガラス作家による作品展。
7／9（火）～21（日） ●￥無料

 サンパルギャラリー
中央区雲井通5-3-1サンパル2階
☎231-1199 □休会期中無休

第38回神陵台 彩（Ⅱ）水彩画展
6／28（金）～7／3（水） ●￥無料

神戸ゆかりの美術館

～9／1㊐ ●所 東灘区向洋町中2-9-1  ●休 月曜休館
●￥ 一般1,000円、大学生500円、高校生以下無料 ●問 ☎858-1520

空想と現実の狭間の不思議な世界を繊
細に描き出す画家・絵本作家のヒグチユ
ウコ。デビュー作から最新作までの絵本
原画や、最新作品集「ヒグチユウコ画集 
CIRCUS」のための原画等、約20年にわ
たる画業から700点以上を紹介する大規
模な展覧会。少しビターでファンタジカル
なキャラクターたちが紡ぐヒグチユウコの
世界を堪能できる。

 ギャラリー島田
中央区山本通2-4-24リランズゲート1階 deux
☎262-8058 □休会期中無休

泉昭人展「広っぱに出る。Empty
Lot in the Woods」
7／6（土）～11（木） ●￥無料

同館が所蔵するコレクションから「モー
ドに咲く花」をテーマに、18世紀ヨーロッ
パからアジアまで古今東西の「花」にち
なんだ衣装や小物約100点を展示す
る。巧緻を極めた刺繍や鮮やかなプリン
ト等で表現された花々が会場を彩り、愛
され続ける花柄の魅力を伝える。

7／13㊏～9／1㊐
●所 東灘区向洋町中2-9-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般800円､大学生・65歳以上400円、高校生以下無料
●問 ☎858-0050

神戸ファッション美術館

ファッションに表現された花たち

Flowers モードに咲く花

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

第17回滴仙会書法展
7／12（金）～15（月・祝） ●￥無料

 BBプラザ美術館
灘区岩屋中町4-2-7BBプラザ2階
☎802-9286 □休月曜

イラストレーター・灘本唯人の全貌
－男と女のレシピ－
イラストレーションの重鎮として幅広い
作品を手掛けた、神戸市出身のイラスト
レーター・灘本唯人の初期から晩年まで
の作品を紹介する。
7／2（火）～9／16（月・祝）
●￥一般400円、大学生以下無料

神戸ゆかりの美術館 学芸員 金井紀子さん
展覧会が CIRCUS と題しているように、道化師に扮した動物たちの絵は最大
の見どころです。また、《Circus》は制作の様子を撮影した動画と併せて公開さ
れ、作者が迷いなく描き進む様子は圧巻！本展のポスター、チラシに用いられて
いる《双子》は、神戸会場のために描きおろされたもので、チケットの図柄も新
作です。作品は非常にたくさんあります。神戸会場では、ゆったりと楽しんで見
ていただけるとうれしいです。

みどころ

 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

茶室に見る和の美 新たなる「草」を拓く
茶の湯に関わる新進の職人の手技を、
日本の伝統文化「真・行・草」の草の形
で表現し、未来につなぐことを志す
WANOBIの作家9人の作品を展示。
6／29（土）～7／28（日）
●￥無料

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500
□休火曜

tansa No.10
「木古山水 [KARESANSUI.] 」
インスタレーション約9点を中心とした、アー
ティスト・南和貴による展示。KAVCギャラ
リーの白い壁をステージに見立て、自身が
影響を受けた物事や考え方を表現する。
7／3（水）～8（月） 
●￥無料

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜

印象派からその先へ―
世界に誇る吉野石膏コレクション
～7／21（日）
●￥一般1,300円､大学生900円、
70歳以上650円、高校生以下無料

 横尾忠則現代美術館
灘区原田通3-8-30 ☎855-5607
□休月曜

人食いザメと金髪美女 笑う横尾忠則展
～8／25（日）
●￥一般700円､大学生550円、
70歳以上350円、高校生以下無料

キャロ姉妹店「イブニング・ドレス」
（部分）1909年ごろ

 鉄斎美術館別館「史料館」
宝塚市米谷字清シ一番地 清荒神清澄寺山内
☎0797-84-9600 □休8／2（金）～18（日）

鉄斎の花鳥画
立身出世や不老長寿等の寓意が込め
られた富岡鉄斎の花鳥画を展示する。
6／28（金）～10／1（火） ●￥無料
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 芦屋市立美術博物館
芦屋市伊勢町12-25 ☎0797-38-5432 □休月曜

こどもとおとな－これ、なににみえる？
素材や技法、表現方法を想像しながら鑑
賞を楽しめる、独創的に表現された作品
を集めた展示。毎週水曜日は会話しなが
ら鑑賞できる「トークフリーデー」。
7／13（土）～9／23（月・祝）
●￥一般500円、大高300円、
中学生以下無料

市外の美術館・博物館情報

5

 明石市立文化博物館
明石市上ノ丸2-13-1 ☎918-5400
□休会期中無休

恐竜ワールド～生物進化の大冒険～
多くの研究により判明した古代の生き物
たちの姿を、化石やパネルで紹介。トリケ
ラトプスの全身骨格標本等も見どころ。
7／13（土）～9／1（日） ●￥一般800円、
大高600円、中学生以下無料

6

 兵庫県立歴史博物館
姫路市本町68 ☎079-288-9011
□休月曜

へんがおの世界
－笑う門には福来たる！－
江戸時代から昭和の作品まで幅広く、人
や妖怪、キャラクターの「変顔」を集め、表
現豊かな日本美術の新たな一面を探る。
7／13（土）～9／1（日） ●￥一般500円、
大学生350円、高校生以下無料

7

 神戸市立小磯記念美術館
東灘区向洋町中5-7 ☎857-5880
□休月曜

神戸の暮らしを“デザイン”する
－小磯良平とグラフィックアート－
小磯良平が手掛けた「神戸みなとの祭」
や1950年の「神戸博」のポスター等、グ
ラフィックアートの仕事を通して、当時の
神戸の文化や暮らしを探る。
7／13（土）～9／1（日）
●￥一般800円、大学生400円、
高校生以下無料

4
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 神戸国際会館 こくさいホール
中央区御幸通8-1-6 ☎231-8162

大阪フィルハーモニー交響楽団
神戸特別演奏会
大友直人の指揮で、スメタナの交響詩
「モルダウ」ほかを披露する。
7／26（金）19:00
●￥A席4,000円、B席3,000円
●問 大阪フィル・チケットセンター
☎06-6656-4890

神戸フロイデ合唱団 サマーコンサート
ドニゼッティ レクイエム
日本で上演の機会が少ない、オペラ作
曲家ドニゼッティのレクイエム。オペラの
ようなドラマチックな作風が特色。
7／18（木）19:00
●￥S席6,000円、A席5,000円、
B席4,000円、C席3,000円
●問 神戸フロイデ合唱団 ☎382-2613

10

 神戸新聞松方ホール
中央区東川崎町1-5-7 ☎362-7111
●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

第71回神戸中央合唱団音楽会
7／7（日）14:00
●￥一般2,000円、大学生以下500円
●問同団 ☎811-3827

アンサンブル神戸
第62回定期演奏会
曲目はメンデルスゾーンのオラトリオ「聖
パウロ」。
7／20（土）15:00
●￥一般3,500（3,000）円、
学生1,500円※前売りのみ

アンサンブル・ジョワン
第15回定期演奏会
バロック時代の2大作曲家、ヴィヴァル
ディとバッハの作品を合奏する。
7／28（日）14:00
●￥一般1,500（1,200）円、
5歳～高校生500円
●問 ☎751-6587（三木）

9

平成から令和へ時代の節目
を迎えた今年。昨年夏の企
画展「昭和レトロ 40年代の
神戸と文学」の続編として、
昭和から平成の移り変わり
を振り返る。昭和55年から
平成6年までの神戸を舞台
にした文学作品のほか、神
戸ポートアイランド博覧会
（ポートピア’81）や明石海峡大橋完成前後の写真等、神戸市民に懐
かしい景色も展示する。 

神戸の昭和・平成を振り返る

続・昭和レトロ 時代がかわるとき

神戸文学館

6／21㊎～9／23㊊㊗
●所 灘区王子町3-1-2 ●休 水曜休館 ●￥ 無料 ●問 ☎882-2028

ユニークな外観の建物が並ぶ博覧会場

 香雪美術館
東灘区御影郡家2-12-1 ☎841-0652
□休月曜

羅漢さん 仏教を護る聖者たち
～7／15（月・祝）
●￥一般700円、大高450円、
中学生以下無料

まも

 舞子ビラ神戸 あじさいホール
垂水区東舞子町18-11 ☎706-3711

第27回60歳からのデビュー
あなたにシャンソンを
全国のシャンソン愛好者によるステージ。
7／16（火）・17（水）13：00
●￥1,000円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

子どものためのコンサート第12弾
音楽のアトリエ
～サックスとピアノが彩る風景～
8／3（土）14:00 ●￥中学生以上500円、
5歳～小学生無料※要申込
●問 　kuamken@gmail.com



KOBE C情報の小さな記事から、たくさんのアマチュアオーケストラと
ご縁ができて楽しませていただいております。（西宮市 三十尾さん）

VOICE家族で見ているので我が家の文化のレベルがUPしています。
（明石市 富永さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
7／17（水）12：10
●問神戸シティホールコンサート実行委員会
☎322-5165
長田区役所区民ギャラリー
7／24（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館
7／13（土）14:00
●問ひょうごアーティストサロン ☎321-2005

ロビーコンサート［無料］

演奏会によっては入場者の年齢に制限がある場合があります。事前にご確認ください。日時・休館日などは変更になる場合が
あります。記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は078です。また、問マークのない場合は、施設にお問い合わせく
ださい。※料金（　）は前売り料金を表記しています｡※　マークはプレゼントがあります｡

明治、大正、昭和、平成、そして…

時代をかけぬけた歌
神戸市室内管弦楽団と神戸市混
声合唱団の合同公演。神戸を代
表する楽団と合唱団のハーモニー
でゆっくりと時代を振り返る機会
に。「庭の千草」「砂山」「青い山
脈」から「涙そうそう」まで、それぞれの時代を代表する16曲を集めて演
奏する。

北神区民センター ありまホール

7／7㊐14：00開演 ●所 北区藤原台中町1-3-1
●￥ 一般2,500（2,000）円、25歳以下1,000円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課 ☎361-7241

 100BANホール
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

New York Standards Quartet
-7th album “Heaven Steps to Seven” release tour-
ジャズの魅力を堪能できる王道ジャズライブ。
7／20（土）18:30
●￥一般4,500（4,000）円、学生2,500（2,000）円

過去の合同公演の様子

 東灘区民センター うはらホール
東灘区住吉東町5-1-16 ☎822-8333

ウィーンの風 真夏の夜の夢☆コンサート
ウィーンで活躍する演奏者による公演。
6日はゲストの久元祐子（ピアノ）とバイ
オリンのデュオ、16日は弦楽合奏。
7／6（土）・16（火）18:45
●￥指定席4,500（4,000）円、
一般4,000（3,500）円、
学生・障がい者2,000円、セット券6,000円
●問ケイ・ムジークフロイデ
☎080-4765-3811

アンサンブル・ショコラ
マンドリンコンサート
7／21（日）14:00 ●￥無料
●問 ☎993-0802（桑原）※夜間のみ

 日本芸術会館
中央区港島中町7-4-1 ☎599-6392

COFFEE BREAK MUSIC vol.2
MYUMヴァイオリンピアノデュオコンサート
7／27（土）14:20 ●￥1,000円

 六甲山カンツリーハウス
灘区六甲山町北六甲4512-98

ROKKO SUN MUSIC 2019
7／6（土）・7（日）12:00
●￥中学生以上5,500円、
小学生2,500円※前売り、両日券あり
●問 GREENS ☎06-6882-1224

美川憲一風かおる

神戸文化ホール 中ホール

7／13㊏17:00開演
●所 中央区楠町4-2-2 ●￥ S席6,000円、A席5,000円、B席4,000円
●問 スタジオ・ウインド ☎381-6161

4年ぶりに神戸で復活

シャンソンの祭典 神戸パリ祭
33年間開催され2015年に幕を閉
じた「KOBE パリ祭」が、シャンソン
歌手の風かおる主宰で復活する。
美川憲一、ROLLYら4人のゲスト
と、17人の歌手が色とりどりのシャ
ンソンの作品を歌い上げる。

サクソフォンカルテット・コパン

兵庫県民会館 けんみんホール

7／31㊌19:00開演 ●所 中央区下山手通4-16-3 ●￥ 2,000円
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会 ☎321-2002

サクソフォンカルテット・コパン リサイタル
－関西が生んだ女流作曲家とともに－

4人の女性サックス奏者で結成した「サ
クソフォンカルテット・コパン」の公演。
関西出身の若手女性作曲家の作品
「サクソフォン四重奏曲」等を演奏す
る。低音から高音まで4種類のサックス
が紡ぎ出す、パワフルで優美なアンサ
ンブルを楽しめる。

学芸員さんによるみどころコメントで作品のおもしろさが伝わってきます。
（三木市 大森さん）

VOICEC情報の表紙、毎月いろんな特集記事があり楽しみです。
（兵庫区 中井さん）

VOICE

※休館日は、祝休日と重なる場合等は変更される場合があります。必ず施設にご確認ください｡記載のない場合､所在地は神戸市
内で市外局番は078です｡また、問マークのない場合は、施設にお問い合わせください。※　マークはプレゼントがあります｡

《双子》2018年 ©Yuko Higuchi

 兵庫県立神戸生活創造センター
 県民ギャラリー
中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー2階
☎360-8530 □休会期中無休

Go写眞同好会写眞展
7／9（火）～14（日） ●￥無料

比類なきファンタジーの世界へ

ヒグチユウコ展 CIRCUS

ART［アート］

selection  GALLERY北野坂
中央区山本通1-7-17 ☎222-5517
□休会期中無休

GLASS WORKS
13人のガラス作家による作品展。
7／9（火）～21（日） ●￥無料

 サンパルギャラリー
中央区雲井通5-3-1サンパル2階
☎231-1199 □休会期中無休

第38回神陵台 彩（Ⅱ）水彩画展
6／28（金）～7／3（水） ●￥無料

神戸ゆかりの美術館

～9／1㊐ ●所 東灘区向洋町中2-9-1  ●休 月曜休館
●￥ 一般1,000円、大学生500円、高校生以下無料 ●問 ☎858-1520

空想と現実の狭間の不思議な世界を繊
細に描き出す画家・絵本作家のヒグチユ
ウコ。デビュー作から最新作までの絵本
原画や、最新作品集「ヒグチユウコ画集 
CIRCUS」のための原画等、約20年にわ
たる画業から700点以上を紹介する大規
模な展覧会。少しビターでファンタジカル
なキャラクターたちが紡ぐヒグチユウコの
世界を堪能できる。

 ギャラリー島田
中央区山本通2-4-24リランズゲート1階 deux
☎262-8058 □休会期中無休

泉昭人展「広っぱに出る。Empty
Lot in the Woods」
7／6（土）～11（木） ●￥無料

同館が所蔵するコレクションから「モー
ドに咲く花」をテーマに、18世紀ヨーロッ
パからアジアまで古今東西の「花」にち
なんだ衣装や小物約100点を展示す
る。巧緻を極めた刺繍や鮮やかなプリン
ト等で表現された花々が会場を彩り、愛
され続ける花柄の魅力を伝える。

7／13㊏～9／1㊐
●所 東灘区向洋町中2-9-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般800円､大学生・65歳以上400円、高校生以下無料
●問 ☎858-0050

神戸ファッション美術館

ファッションに表現された花たち

Flowers モードに咲く花

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

第17回滴仙会書法展
7／12（金）～15（月・祝） ●￥無料

 BBプラザ美術館
灘区岩屋中町4-2-7BBプラザ2階
☎802-9286 □休月曜

イラストレーター・灘本唯人の全貌
－男と女のレシピ－
イラストレーションの重鎮として幅広い
作品を手掛けた、神戸市出身のイラスト
レーター・灘本唯人の初期から晩年まで
の作品を紹介する。
7／2（火）～9／16（月・祝）
●￥一般400円、大学生以下無料

神戸ゆかりの美術館 学芸員 金井紀子さん
展覧会が CIRCUS と題しているように、道化師に扮した動物たちの絵は最大
の見どころです。また、《Circus》は制作の様子を撮影した動画と併せて公開さ
れ、作者が迷いなく描き進む様子は圧巻！本展のポスター、チラシに用いられて
いる《双子》は、神戸会場のために描きおろされたもので、チケットの図柄も新
作です。作品は非常にたくさんあります。神戸会場では、ゆったりと楽しんで見
ていただけるとうれしいです。

みどころ

 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

茶室に見る和の美 新たなる「草」を拓く
茶の湯に関わる新進の職人の手技を、
日本の伝統文化「真・行・草」の草の形
で表現し、未来につなぐことを志す
WANOBIの作家9人の作品を展示。
6／29（土）～7／28（日）
●￥無料

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500
□休火曜

tansa No.10
「木古山水 [KARESANSUI.] 」
インスタレーション約9点を中心とした、アー
ティスト・南和貴による展示。KAVCギャラ
リーの白い壁をステージに見立て、自身が
影響を受けた物事や考え方を表現する。
7／3（水）～8（月） 
●￥無料

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜

印象派からその先へ―
世界に誇る吉野石膏コレクション
～7／21（日）
●￥一般1,300円､大学生900円、
70歳以上650円、高校生以下無料

 横尾忠則現代美術館
灘区原田通3-8-30 ☎855-5607
□休月曜

人食いザメと金髪美女 笑う横尾忠則展
～8／25（日）
●￥一般700円､大学生550円、
70歳以上350円、高校生以下無料

キャロ姉妹店「イブニング・ドレス」
（部分）1909年ごろ

 鉄斎美術館別館「史料館」
宝塚市米谷字清シ一番地 清荒神清澄寺山内
☎0797-84-9600 □休8／2（金）～18（日）

鉄斎の花鳥画
立身出世や不老長寿等の寓意が込め
られた富岡鉄斎の花鳥画を展示する。
6／28（金）～10／1（火） ●￥無料
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 芦屋市立美術博物館
芦屋市伊勢町12-25 ☎0797-38-5432 □休月曜

こどもとおとな－これ、なににみえる？
素材や技法、表現方法を想像しながら鑑
賞を楽しめる、独創的に表現された作品
を集めた展示。毎週水曜日は会話しなが
ら鑑賞できる「トークフリーデー」。
7／13（土）～9／23（月・祝）
●￥一般500円、大高300円、
中学生以下無料

市外の美術館・博物館情報

5

 明石市立文化博物館
明石市上ノ丸2-13-1 ☎918-5400
□休会期中無休

恐竜ワールド～生物進化の大冒険～
多くの研究により判明した古代の生き物
たちの姿を、化石やパネルで紹介。トリケ
ラトプスの全身骨格標本等も見どころ。
7／13（土）～9／1（日） ●￥一般800円、
大高600円、中学生以下無料

6

 兵庫県立歴史博物館
姫路市本町68 ☎079-288-9011
□休月曜

へんがおの世界
－笑う門には福来たる！－
江戸時代から昭和の作品まで幅広く、人
や妖怪、キャラクターの「変顔」を集め、表
現豊かな日本美術の新たな一面を探る。
7／13（土）～9／1（日） ●￥一般500円、
大学生350円、高校生以下無料

7

 神戸市立小磯記念美術館
東灘区向洋町中5-7 ☎857-5880
□休月曜

神戸の暮らしを“デザイン”する
－小磯良平とグラフィックアート－
小磯良平が手掛けた「神戸みなとの祭」
や1950年の「神戸博」のポスター等、グ
ラフィックアートの仕事を通して、当時の
神戸の文化や暮らしを探る。
7／13（土）～9／1（日）
●￥一般800円、大学生400円、
高校生以下無料
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 神戸国際会館 こくさいホール
中央区御幸通8-1-6 ☎231-8162

大阪フィルハーモニー交響楽団
神戸特別演奏会
大友直人の指揮で、スメタナの交響詩
「モルダウ」ほかを披露する。
7／26（金）19:00
●￥A席4,000円、B席3,000円
●問 大阪フィル・チケットセンター
☎06-6656-4890

神戸フロイデ合唱団 サマーコンサート
ドニゼッティ レクイエム
日本で上演の機会が少ない、オペラ作
曲家ドニゼッティのレクイエム。オペラの
ようなドラマチックな作風が特色。
7／18（木）19:00
●￥S席6,000円、A席5,000円、
B席4,000円、C席3,000円
●問 神戸フロイデ合唱団 ☎382-2613
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 神戸新聞松方ホール
中央区東川崎町1-5-7 ☎362-7111
●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

第71回神戸中央合唱団音楽会
7／7（日）14:00
●￥一般2,000円、大学生以下500円
●問同団 ☎811-3827

アンサンブル神戸
第62回定期演奏会
曲目はメンデルスゾーンのオラトリオ「聖
パウロ」。
7／20（土）15:00
●￥一般3,500（3,000）円、
学生1,500円※前売りのみ

アンサンブル・ジョワン
第15回定期演奏会
バロック時代の2大作曲家、ヴィヴァル
ディとバッハの作品を合奏する。
7／28（日）14:00
●￥一般1,500（1,200）円、
5歳～高校生500円
●問 ☎751-6587（三木）

9

平成から令和へ時代の節目
を迎えた今年。昨年夏の企
画展「昭和レトロ 40年代の
神戸と文学」の続編として、
昭和から平成の移り変わり
を振り返る。昭和55年から
平成6年までの神戸を舞台
にした文学作品のほか、神
戸ポートアイランド博覧会
（ポートピア’81）や明石海峡大橋完成前後の写真等、神戸市民に懐
かしい景色も展示する。 

神戸の昭和・平成を振り返る

続・昭和レトロ 時代がかわるとき

神戸文学館

6／21㊎～9／23㊊㊗
●所 灘区王子町3-1-2 ●休 水曜休館 ●￥ 無料 ●問 ☎882-2028

ユニークな外観の建物が並ぶ博覧会場

 香雪美術館
東灘区御影郡家2-12-1 ☎841-0652
□休月曜

羅漢さん 仏教を護る聖者たち
～7／15（月・祝）
●￥一般700円、大高450円、
中学生以下無料

まも

 舞子ビラ神戸 あじさいホール
垂水区東舞子町18-11 ☎706-3711

第27回60歳からのデビュー
あなたにシャンソンを
全国のシャンソン愛好者によるステージ。
7／16（火）・17（水）13：00
●￥1,000円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

子どものためのコンサート第12弾
音楽のアトリエ
～サックスとピアノが彩る風景～
8／3（土）14:00 ●￥中学生以上500円、
5歳～小学生無料※要申込
●問 　kuamken@gmail.com



「KOBE C情報」を初めて手に取って、情報が充実しているのに
驚きました。（西宮市 松山さん）VOICE

なかなか地域の身近な情報は手に入りませんので、
貴紙は本当に貴重です。（中央区 田野さん）VOICE

草花や虫、海の生き物、動物等、生き物をテーマにした展覧会が開催される。
絵本、工芸品、ガラス、それぞれの特色を生かした多彩な生き物たちの姿を見つけに出掛けよう。

アルプスが生んだ絵本画家

伊丹市立美術館

エルンスト・クライドルフ展 
小さないきものたちの美しい詩

生き物たちに会いにいこう絵本、工芸品、ガラスで

表現された

擬人化された草花や虫、小人や妖精等、小さな生き物たちが
息づく世界を美しく、愛らしく、ユーモアいっぱいに描き出した
スイス生まれの絵本芸術家、エルンスト・クライドルフの絵本を
中心にした展覧会。関西では初の作品展で、貴重な作品資
料約200点を紹介する。

 日 7月6日（土）～8月25日（日）
 所 伊丹市宮ノ前2-5-20
 休 月曜（祝休日の場合は翌日）
￥ 一般800円、大高450円、中小150円
 問 ☎072-772-7447

もっと知りたい！

他では見られない、
『ふゆのはなし』の
幻の小版も展示！

『花を棲みかに』より《山の草原》, 1926年

『ふゆのはなし』より《氷のダンス》, 1924年

『くさはらのこびと』より
《こけももの実を食べるくさはらのこびと》, 

1902年

KOBEとんぼ玉ミュージアム
ガラスの水族館 イルカ、シャチ、ペンギン、タコ、クラゲ…。

ガラスで表現された水族館の人気者が
大集合。おなじみの生き物の姿から、自由
な発想で表現された姿まで、8人のガラス
作家の個性あふれる作品がそろう。

 日 ～9月10日（火）
 所 中央区京町79日本ビルヂング2階
 休 会期中無休
￥ 一般400円、中小200円
 問 ☎393-8500

透き通ったガラスは
水に生きる生き物を
表現するのにぴったり

白鹿記念酒造博物館
絵の中の生きものたち

江戸時代から近代にかけての美術品に描
かれた生き物たちを紹介する。屏風や掛軸、
陶磁器、漆工品、木彫など、多彩な表現を楽
しめる。

 日 7月10日（水）～8月26日（月）
 所 西宮市鞍掛町8-21
 休 火曜（祝休日の場合は翌日）、
　 8月19（月）～21（水）※8月13日（火）は開館
￥ 一般400円、中小200円
 問 ☎0798-33-0008

ここに注目！
鳥や魚、鹿や馬等の生き物は数多くの画題に
なり、季節の景物と一緒に描かれたものや、おめ
でたい意味が込められているものもあります。生き
生きとした姿をぜひお楽しみください。
（同館学芸員 弾正原 佐和さん）

螺鈿細工で
表現されたタコ

描かれて
いるのは
野馬

蛸蒔絵螺鈿提重箱（部分） 

伊万里錦手
野馬桜花文

組鉢  

                  クライドルフ (1863-1956)は幼い頃に祖父が営む
農場に預けられ、自然に囲まれて育ちました。スケッチブックを抱えて
森や野原を歩きまわり、草花や虫を観察するのが大好きな少年でし
た。そして子どもの頃から自然に親しみ愛した経験が後の絵本芸術
へとつながります。自然に息づく生き物たちへの緻密な観察にもと
づく独創的な物語世界は高く評価され、20世紀初頭にヨーロッパ
で花開く絵本芸術の先駆けとなったのです。
（同館学芸員 岡本 梓さん）

種 目
（予定）

参加費

定　員

10km（中学生以下を除く）（登録者、未登録者の部）

  5km（中学生以下を除く）　　　　　　
  3km（中学生・一般40歳以上）
1.5km（親子ペア（子は小学1～2年生）・小学3～6年生）
有料（団体割引あり）
４,500人（10㎞2,000人など。先着順）

申し込みは9／16（月・祝）までに協会
ホームページまたはインター
ネット申込専用サイトにて！

お申込み方法

六甲シティマラソン大会六甲シティマラソン大会
※登録の部は2019年度日本陸連登録競技者に限る

神戸マラソン・シリーズイベント神戸マラソン・シリーズイベント

六甲シティマラソン大会 検索

参加者募集中！！

公益財団法人神戸市スポーツ教育協会 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14  TEL 078-261-3620  FAX 078-261-8020  http://www.kobe-spokyo.jp/

2019年11月10日（日）六甲アイランド10㎞コース（日本陸上競技連盟公認）
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 神戸芸術工科大学 吉武ホール
西区学園西町8-1-1 ☎794-2112

神戸みんなの映画会 『どん底』
ゴーリキーの小説を映画化した作品。
7／27（土）16:00 ●￥無料

つい見落としてしまうような情報をキャッチできるのでありがたいです。
特に映画の情報に注目です。（西区 西本さん）

VOICE初めて手にしました。KOBEの芸術文化情報を知るのに役立ちます。
さっそくチケット購入しました。（東灘区 外山さん）

VOICE

湊川神社 神能殿

京都の狂言師、茂山千五郎家
一門による公演。例年、大阪
の大槻能楽堂で開催していた
が、今年は改修工事のために
初めて湊川神社神能殿で開
催する。コミカルな動きとからっ
と笑える結末が人気の作品、
大らかな笑いを誘う作品、落語
を基にした新作狂言など、様々な笑いを楽しめる。
上演作品
12:30開演回　『佐渡狐』、『飛越』、新作狂言『死神』
16:00開演回　『千鳥』、『宗論』、新作狂言『かけとり』

THEATER［シアター］

selection

7／27㊏①12:30②16:00開演
●所 中央区多聞通3-1-1
●￥ 指定席6,000円、桟敷席5,000円、通し券11,000円
●問 セクターエイティエイト ☎06-6353-8988

世界有数の知の殿堂の舞台裏へ

ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス

CINEMA［シネマ］

selection

ニューヨーク有数の観光スポッ
トで、荘厳な建築美の本館と
92の分館からなる世界最大
級の図書館・ニューヨーク公
共図書館。ドキュメンタリー映
画監督のフレデリック・ワイズ
マンが、市民生活に密着した
多彩な活動、図書館が直面
する課題を話し合う会議の様子等、同館の舞台裏を映し出す。世界
中から注目される図書館であることの理由が見えてくる3時間25分
の作品。

元町映画館

7／6㊏～19㊎
●所 中央区元町通4-1-12 ●￥ 一般2,000円、シニア・学生1,500円
●問 ☎366-2636

「宗論」

©2017 EX LIBRIS Films LLC ‒ All Rights Reserved

※日時・休館日などは変更になる場合があります。記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は078です。また、問マーク
のない場合は、施設にお問い合わせください。※料金（　）は前売り料金を表記しています｡※　マークはプレゼントがあります｡

笑いの芸能、狂言の人気作品を上演

納涼 茂山狂言祭2019

 湊川神社 神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

TTR能プロジェクト『和魂Ⅵ』
世阿弥の「時分の花」をテーマに、若手、
中堅の観世流シテ方がそれぞれの芸を
披露。天狗物のおもしろさを堪能できる
能『善界』や役者のインタビューも。
7／28（日）14:00 ●￥S指定席6,000円、
A指定席5,000円、自由席3,000円、
正面桟敷席10,000円※4人収容 
●問（一社）TTR能プロジェクト
☎06-6427-1778

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

神戸新開地・喜楽館
開館1周年記念特別公演
7／11（木）～19（金）14:00
●￥一般3,000（2,500）円、
65歳以上2,500円
大・高・障がい者2,000円、中・小1,500円

 こうべ輪太鼓センター会館
兵庫区芦原通2-1-23 ☎652-1114

兵庫芦笑亭 第13回笑びす寄席
出演は桂雀太、桂かい枝、桂源太。
7／13（土）14:00 ●￥1,700（1,500）円

 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

メリー・ポピンズ・リターンズ／
あの日のオルガン
7／1（月）～10（水）
●￥一般1,200円、大専・シニア1,000円、
高中900円、小学生700円

 シネ・リーブル神戸
中央区浪花町59神戸朝日ビルディング
地下1階・4階 ☎334-2126

さらば愛しきアウトロー
7／12（金）～
●￥一般1,800円、大専1,500円、
シニア1,100円、高校生以下1,000円

 神戸映画資料館
長田区腕塚町5-5-1-201 アスタくにづか
1番館北棟2階 ☎754-8039

神戸ゆかりの映画人・大重潤一郎
監督没後四年追悼上映
遺作とインタビュー作品の2本立て上映。
7／20（土）・21日（日）
●￥一般1,500円、学生1,000円

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0908

オーケストラの少女
7／19（金）①10:30②13:00③15:00
●￥800円
●問兵庫県映画センター ☎331-6100

ミュージアムホール
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KAVCシアター

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

劇団 右脳爆発
第九次右脳爆発「溝音」
コメディも盛り込んだサスペンス。
7／6（土）①14:00②19:00、
7（日）14:00 ●￥一般2,400（2,200）円、
学生1,000円※前売りのみ
●問　rb_explosion@yahoo.co.jp

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

青春落語道場 大倉亭 7月席
五周年記念特別公演
①桂そうば道場、②桂咲之輔道場、
③桂福丸道場の3部構成。
7／3（水）①11:00②15:00③19:00
●￥700（500）円
●問神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

中国古典舞踊劇 楊貴妃の舞楽
7／29（月）19:00
●￥一般4,500（4,000）円
●問KOKORO舞踊音楽カンパニー
☎382-0213

大ホールロビー

中ホール
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 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

バハールの涙
戦闘に身を投じたクルド人女性の物語。
7／19（金）①11:00②14:00③19:00、
20（土）①11:00②14:00③18:00
●￥一般1,700（1,300）円、
大学生以下・障がい者・シニア1,300円
●問神戸映画サークル協議会 ☎371-8550

KAVCホール
13

※記載のない場合、所在地は神戸市で市外局番は 078 です。



「KOBE C情報」を初めて手に取って、情報が充実しているのに
驚きました。（西宮市 松山さん）VOICE

なかなか地域の身近な情報は手に入りませんので、
貴紙は本当に貴重です。（中央区 田野さん）VOICE

草花や虫、海の生き物、動物等、生き物をテーマにした展覧会が開催される。
絵本、工芸品、ガラス、それぞれの特色を生かした多彩な生き物たちの姿を見つけに出掛けよう。

アルプスが生んだ絵本画家

伊丹市立美術館

エルンスト・クライドルフ展 
小さないきものたちの美しい詩

生き物たちに会いにいこう絵本、工芸品、ガラスで

表現された

擬人化された草花や虫、小人や妖精等、小さな生き物たちが
息づく世界を美しく、愛らしく、ユーモアいっぱいに描き出した
スイス生まれの絵本芸術家、エルンスト・クライドルフの絵本を
中心にした展覧会。関西では初の作品展で、貴重な作品資
料約200点を紹介する。

 日 7月6日（土）～8月25日（日）
 所 伊丹市宮ノ前2-5-20
 休 月曜（祝休日の場合は翌日）
￥ 一般800円、大高450円、中小150円
 問 ☎072-772-7447

もっと知りたい！

他では見られない、
『ふゆのはなし』の
幻の小版も展示！

『花を棲みかに』より《山の草原》, 1926年

『ふゆのはなし』より《氷のダンス》, 1924年

『くさはらのこびと』より
《こけももの実を食べるくさはらのこびと》, 

1902年

KOBEとんぼ玉ミュージアム
ガラスの水族館 イルカ、シャチ、ペンギン、タコ、クラゲ…。

ガラスで表現された水族館の人気者が
大集合。おなじみの生き物の姿から、自由
な発想で表現された姿まで、8人のガラス
作家の個性あふれる作品がそろう。

 日 ～9月10日（火）
 所 中央区京町79日本ビルヂング2階
 休 会期中無休
￥ 一般400円、中小200円
 問 ☎393-8500

透き通ったガラスは
水に生きる生き物を
表現するのにぴったり

白鹿記念酒造博物館
絵の中の生きものたち

江戸時代から近代にかけての美術品に描
かれた生き物たちを紹介する。屏風や掛軸、
陶磁器、漆工品、木彫など、多彩な表現を楽
しめる。

 日 7月10日（水）～8月26日（月）
 所 西宮市鞍掛町8-21
 休 火曜（祝休日の場合は翌日）、
　 8月19（月）～21（水）※8月13日（火）は開館
￥ 一般400円、中小200円
 問 ☎0798-33-0008

ここに注目！
鳥や魚、鹿や馬等の生き物は数多くの画題に
なり、季節の景物と一緒に描かれたものや、おめ
でたい意味が込められているものもあります。生き
生きとした姿をぜひお楽しみください。
（同館学芸員 弾正原 佐和さん）

螺鈿細工で
表現されたタコ

描かれて
いるのは
野馬

蛸蒔絵螺鈿提重箱（部分） 

伊万里錦手
野馬桜花文

組鉢  

                  クライドルフ (1863-1956)は幼い頃に祖父が営む
農場に預けられ、自然に囲まれて育ちました。スケッチブックを抱えて
森や野原を歩きまわり、草花や虫を観察するのが大好きな少年でし
た。そして子どもの頃から自然に親しみ愛した経験が後の絵本芸術
へとつながります。自然に息づく生き物たちへの緻密な観察にもと
づく独創的な物語世界は高く評価され、20世紀初頭にヨーロッパ
で花開く絵本芸術の先駆けとなったのです。
（同館学芸員 岡本 梓さん）

種 目
（予定）

参加費

定　員

10km（中学生以下を除く）（登録者、未登録者の部）

  5km（中学生以下を除く）　　　　　　
  3km（中学生・一般40歳以上）
1.5km（親子ペア（子は小学1～2年生）・小学3～6年生）
有料（団体割引あり）
４,500人（10㎞2,000人など。先着順）

申し込みは9／16（月・祝）までに協会
ホームページまたはインター
ネット申込専用サイトにて！

お申込み方法

六甲シティマラソン大会六甲シティマラソン大会
※登録の部は2019年度日本陸連登録競技者に限る

神戸マラソン・シリーズイベント神戸マラソン・シリーズイベント

六甲シティマラソン大会 検索

参加者募集中！！

公益財団法人神戸市スポーツ教育協会 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通5-1-14  TEL 078-261-3620  FAX 078-261-8020  http://www.kobe-spokyo.jp/

2019年11月10日（日）六甲アイランド10㎞コース（日本陸上競技連盟公認）
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 神戸芸術工科大学 吉武ホール
西区学園西町8-1-1 ☎794-2112

神戸みんなの映画会 『どん底』
ゴーリキーの小説を映画化した作品。
7／27（土）16:00 ●￥無料

つい見落としてしまうような情報をキャッチできるのでありがたいです。
特に映画の情報に注目です。（西区 西本さん）

VOICE初めて手にしました。KOBEの芸術文化情報を知るのに役立ちます。
さっそくチケット購入しました。（東灘区 外山さん）

VOICE

湊川神社 神能殿

京都の狂言師、茂山千五郎家
一門による公演。例年、大阪
の大槻能楽堂で開催していた
が、今年は改修工事のために
初めて湊川神社神能殿で開
催する。コミカルな動きとからっ
と笑える結末が人気の作品、
大らかな笑いを誘う作品、落語
を基にした新作狂言など、様々な笑いを楽しめる。
上演作品
12:30開演回　『佐渡狐』、『飛越』、新作狂言『死神』
16:00開演回　『千鳥』、『宗論』、新作狂言『かけとり』

THEATER［シアター］

selection

7／27㊏①12:30②16:00開演
●所 中央区多聞通3-1-1
●￥ 指定席6,000円、桟敷席5,000円、通し券11,000円
●問 セクターエイティエイト ☎06-6353-8988

世界有数の知の殿堂の舞台裏へ

ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス

CINEMA［シネマ］

selection

ニューヨーク有数の観光スポッ
トで、荘厳な建築美の本館と
92の分館からなる世界最大
級の図書館・ニューヨーク公
共図書館。ドキュメンタリー映
画監督のフレデリック・ワイズ
マンが、市民生活に密着した
多彩な活動、図書館が直面
する課題を話し合う会議の様子等、同館の舞台裏を映し出す。世界
中から注目される図書館であることの理由が見えてくる3時間25分
の作品。

元町映画館

7／6㊏～19㊎
●所 中央区元町通4-1-12 ●￥ 一般2,000円、シニア・学生1,500円
●問 ☎366-2636

「宗論」

©2017 EX LIBRIS Films LLC ‒ All Rights Reserved

※日時・休館日などは変更になる場合があります。記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は078です。また、問マーク
のない場合は、施設にお問い合わせください。※料金（　）は前売り料金を表記しています｡※　マークはプレゼントがあります｡

笑いの芸能、狂言の人気作品を上演

納涼 茂山狂言祭2019

 湊川神社 神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

TTR能プロジェクト『和魂Ⅵ』
世阿弥の「時分の花」をテーマに、若手、
中堅の観世流シテ方がそれぞれの芸を
披露。天狗物のおもしろさを堪能できる
能『善界』や役者のインタビューも。
7／28（日）14:00 ●￥S指定席6,000円、
A指定席5,000円、自由席3,000円、
正面桟敷席10,000円※4人収容 
●問（一社）TTR能プロジェクト
☎06-6427-1778

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

神戸新開地・喜楽館
開館1周年記念特別公演
7／11（木）～19（金）14:00
●￥一般3,000（2,500）円、
65歳以上2,500円
大・高・障がい者2,000円、中・小1,500円

 こうべ輪太鼓センター会館
兵庫区芦原通2-1-23 ☎652-1114

兵庫芦笑亭 第13回笑びす寄席
出演は桂雀太、桂かい枝、桂源太。
7／13（土）14:00 ●￥1,700（1,500）円

 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

メリー・ポピンズ・リターンズ／
あの日のオルガン
7／1（月）～10（水）
●￥一般1,200円、大専・シニア1,000円、
高中900円、小学生700円

 シネ・リーブル神戸
中央区浪花町59神戸朝日ビルディング
地下1階・4階 ☎334-2126

さらば愛しきアウトロー
7／12（金）～
●￥一般1,800円、大専1,500円、
シニア1,100円、高校生以下1,000円

 神戸映画資料館
長田区腕塚町5-5-1-201 アスタくにづか
1番館北棟2階 ☎754-8039

神戸ゆかりの映画人・大重潤一郎
監督没後四年追悼上映
遺作とインタビュー作品の2本立て上映。
7／20（土）・21日（日）
●￥一般1,500円、学生1,000円

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0908

オーケストラの少女
7／19（金）①10:30②13:00③15:00
●￥800円
●問兵庫県映画センター ☎331-6100

ミュージアムホール

11

KAVCシアター

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

劇団 右脳爆発
第九次右脳爆発「溝音」
コメディも盛り込んだサスペンス。
7／6（土）①14:00②19:00、
7（日）14:00 ●￥一般2,400（2,200）円、
学生1,000円※前売りのみ
●問　rb_explosion@yahoo.co.jp

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

青春落語道場 大倉亭 7月席
五周年記念特別公演
①桂そうば道場、②桂咲之輔道場、
③桂福丸道場の3部構成。
7／3（水）①11:00②15:00③19:00
●￥700（500）円
●問神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

中国古典舞踊劇 楊貴妃の舞楽
7／29（月）19:00
●￥一般4,500（4,000）円
●問KOKORO舞踊音楽カンパニー
☎382-0213

大ホールロビー

中ホール

12

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

バハールの涙
戦闘に身を投じたクルド人女性の物語。
7／19（金）①11:00②14:00③19:00、
20（土）①11:00②14:00③18:00
●￥一般1,700（1,300）円、
大学生以下・障がい者・シニア1,300円
●問神戸映画サークル協議会 ☎371-8550

KAVCホール
13

※記載のない場合、所在地は神戸市で市外局番は 078 です。



①行事名②開催日時③会場（住所と電話番号）④主な出演者⑤料金⑥主催者名⑦問い合わ
せ（電話番号とFAX番号）を記入の上、下記へ。読者プレゼントも歓迎します。
〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1ベイ・ウイング神戸ビル10階
（株）イディー内「ＫＯＢＥ Ｃ情報編集室」
☎078-331-5255 ＦＡＸ078-331-7800 E-mail：kobe_c_info@idee-kobe.com
※情報提供は開催月の前々月の15日が最終締切（例9月5日の行事は7月15日必着です）。
紙面の都合により掲載が難しい場合もあります。あらかじめご了承ください。

情報をお寄せください

KOBE C情報はWEBでも見ることができます。
http://www.kobe-bunka.jp/c/

【応募方法】はがきにプレゼント番号、イベント名、郵便番号、住所、名前、年齢、
電話番号、「KOBE C情報」へのご感想・ご意見、「KOBE C情報」の入手場所を
記入の上、〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1ベイ・ウイング神戸10階（株）
イディー「ＫＯＢＥ Ｃ情報プレゼント係」へお送りください。

【応募締め切り】7月5日（金）必着（チケット到着日が公演日の直前になる可能性が
あります。あらかじめご了承ください）。
※11の招待券は「ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス」鑑賞には使用できません。
※1112のプレゼントは7月8日（月）以降の発送になります。
※当選はプレゼントの発送をもって発表にかえさせていただきます。
※このコーナーに応募された際の個人情報の取り扱いについては、発行者である（公財）神戸市
民文化振興財団および受託者（株）イディーにおいて厳重に管理し、プレゼントの発送・関連す
るお問い合わせのみにおいて利用します。応募された方の個人情報は事前の同意・承諾を得ず
に第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。

特集
❶アンサンブル・リュネット公演（7／31西区民センター）・・・・・・・・・・・・・・・・親子ペア5組
ART MUSEUM
❷ヒグチユウコ展 CIRCUS（神戸ゆかりの美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸Flowers モードに咲く花（神戸ファッション美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹神戸の暮らしを“デザイン”する（神戸市立小磯記念美術館）・・・・・・・・・ペア5組
❺こどもとおとな―これ、なににみえる？（芦屋市立美術博物館）・・・・・・ペア5組
❻恐竜ワールド（明石市立文化博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❼へんがおの世界（兵庫県立歴史博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❽サクソフォンカルテット・コパン リサイタル（（公財）兵庫県芸術文化協会）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❾第15回定期演奏会（アンサンブル・ジョワン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
10ドニゼッティ レクイエム（神戸フロイデ合唱団）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
CINEMA
11「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
12「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
13バハールの涙（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
ミニ特集
14エルンスト・クライドルフ展（伊丹市立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
15ガラスの水族館（KOBEとんぼ玉ミュージアム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
16絵の中の生きものたち（白鹿記念酒造博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT 0歳から参加できる！
親子で楽しむジャズコンサート

ジャズの生演奏とともに、親子で歌ったり踊ったりして楽しめるコン
サート。関西のミュージシャンで構成する「グローバル・ジャズ・オーケ
ストラ」と、ジャズシンガーの小柳淳子、東かおるの歌でディズニー映画
『アラジン』のメインテーマやアンパンマン
体操などを演奏する。
■日時／8月8日（木）14：00開演
■場所／東灘区民センター うはらホール
■料金／500円※年齢に関係なく1名につき
■対象／親子約100組※要申し込み（申し込み多数の場合抽選）
■申し込み／はがき、FAX、Eメールで①参加希望者全ての氏名（ふりがな付き）・
　年齢・ベビーカーの有無②申し込み代表者の郵便番号・住所・電話番号を明記
　し、7月27日（土）必着で下記へ
■問い合わせ・郵送先／（公財）神戸市民文化振興財団「神戸ジャズ物語」係
　〒650-0017 神戸市中央区楠町4-2-2 ☎351-3597 FAX351-3121
　　oyako-jazz@kobe-bunka.jp

ジャズのビッグイベントをお手伝い
神戸ジャズストリートボランティア（ジャズクルー）募集
●日時／10月12日（土）、13日（日）10：00～18：00予定
●内容／各会場整理、案内誘導ほか
●条件／両日とも参加可能な人
●申し込み／名前・住所・電話番号を明記し下
　　　　　　記へ。定員になり次第締め切り
●問い合わせ・郵送先／
　神戸ジャズストリート実行委員会「神戸ジャズストリート・ジャズクルー係」
　〒658-0001神戸市東灘区森北町1-4-26-401 ☎080-3864-2011
　※ホームページからの申し込みも可

神戸文化ホール サマージャンボリー2019
オカシナ♥セカイ
神戸文化ホールを舞台に様々な世代が楽しめるイベント、サマージャンボ
リー。その全プログラムが決定しました。「オカシナ♥セカイ」をテーマに、
ちょっと不思議な芝居やワークショップ、音楽ライブ等を繰り広げます。

●日程／8月3日（土）・4日（日）・21日（水）・22日（木）・28日（水）
●場所／神戸文化ホール
●主なプログラム／
【3日（土）】ダンスワークショップ、楽器作りワークショップ、段ボールワークショップ
【4日（日）】フェスティバル音楽ライブ
【21日（水）・22日（木）】演劇「グレーテルとヘンゼル」
【28日（水）】映画「ひつじのショーン バック・トゥ・ザ・ホーム」
　　　　　コマ撮りワークショップ
●問い合わせ／（公財）神戸市民文化振興財団　事業部文化ホール事業課
☎351-3397 　詳しくは

INFORMATION

現代アートを切り口に何かを“飛び越え、あちら側へ向か
う”ための試み「アート・プロジェクト KOBE 2019：
TRANS-」が今秋、神戸で開催される。世界各地で開催が
相次ぐ芸術祭とは一線を画し、参加作家は2名に絞る。
神戸の3つのエリアを舞台に、美術作品や野外劇など
様々な仕掛けが出現する新しい芸術祭をお見逃しなく！
■会場　新開地、兵庫港、新長田を中心とする3エリア
■会期　9月14日(土)～11月10日(日)※火曜定休
■参加作家　グレゴール・シュナイダー、やなぎみわ

公式ＨＰは
こちら→

やなぎみわ巡礼劇《日輪の翼》前売チケット発売
会期中、TRANS- の参加作家で兵庫区出身の世界的アーティスト、やなぎ
みわによる巡礼劇《日輪の翼》を海上公演にて開催します。
詳細　オバと呼ばれる老婆らと若者たちが日本各地の聖地を巡る物
語を、芝居、歌、パフォーマンス、ダンスで表現。神戸最古の港で幻想
的な空間をつくり出す。

公演日　10月4日(金)・5日(土)・6日(日)18：00開演
会場　　神戸市中央卸売市場本場内特設会場
料金　　前売り：一般4,000円、25歳以下2,500円※就学児以上対象 
　　　　当日：一律4,500円
7月1日(月)から前売チケット発売  神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349
申し込み・問い合わせ　神戸市イベント案内・申込センター ☎333-3372

検索神戸文化ホール

検索神戸ジャズストリート

令和元年6月23日発行 第440号（毎月23日発行）無料令和元年6月23日発行 第440号（毎月23日発行）無料

2019

♩

夏休みが始まる7月は、子ども
たちが楽しめる本格的な芸術
イベントが盛りだくさん。
美術に歴史に音楽に。もっと
もっと好きになるきっかけに
出合いにいこう！

本物の体
験・

感動がい
っぱい！

神戸アートビレッジセンターで
絵を描く子どもたち

神戸松蔭女子学院大学チャペルでパイプオルガンを弾く子どもたち

神戸市立博物館のイ
ベントで

神戸市内を探検する
子どもたち




