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1968年、神戸市内の3つの劇団が合同公演を企画したことをきっかけに、劇団の垣根
を越えて誕生した兵庫県劇団協議会（兵劇協）。結成50周年を記念した今回の上演
作品は、12劇団の劇団員と公募で集まった市民約50人が出演。熱気あふれる群衆の
パワーを再現する。記念合同公演に込めた思いを各劇団のメンバーに聞いた。

田窪 哲旨さん
兵庫県立ピッコロ劇団
24 年

馬場 晶子さん
（社）劇団道化座
45 年

森 もりこさん
劇団自由人会
24 年

山田 智嘉子さん
神戸ドラマ倶楽部
25 年

岸本 敏朗さん
劇団四紀会
60 年

橘 美恵子さん
劇団ここから
33 年

酒井 敏夫さん
神戸職演連
40 年

小林 みね子さん
劇団プロデュース・F
40 年

村井 伸二さん
劇団四紀会
40 年

蓬莱 裕史さん
劇団風斜
39 年

三村 省三さん
神戸ドラマ館ボレロ
26 年

大西 衛一さん
劇団四紀会
59 年

劇団を
越えて

つくり上
げる

舞台
どのように今回

の上演作品が決まっ
たのですか。

大西さん　兵劇協の結成50周年に
向け、合同公演をしようという機運が

高まっていました。10本の候補から皆に
選ばれたのがこの作品です。50年前に初
演し、県内7会場で1万人を動員しました。
三村さん　50年前、芝居を始めて2年目にこ
の作品に出演しました。出演者同士、演技を
競い合ったなあ。こんなにぎやかな芝居はな
かなかありません。
蓬莱さん　この作品の初演を見たのは高校生の
時。あの熱気をよみがえらせたいですね。

12劇団のメンバーが参加する今回の公演。
稽古の雰囲気はどうですか。

村井さん　他劇団がどのように芝居をつくって
いるのか、演出家の指摘にどう反応するか、とて
も興味深いですね。劇団メンバーの変化も期
待しています。
小林さん　姫路市内は劇団も劇団員も減っ
ています。これだけの大がかりな劇は一劇
団ではできないので楽しいです。
酒井さん　合同公演は勉強になること
がいっぱいです。ここで得たことを劇
団に持って帰ります。
橘さん　それぞれの劇団のカ
ラーが混ざり合って、どん

な作品になるかが楽
しみです。

娯楽の楽しみ方
が多様化している
今、演劇ならではの力
とは何だと思いますか。

田窪さん　客席によって舞台は変
わる。芝居はお客さんと舞台とでつく
るものという点ですね。
馬場さん　そうそう、生のパワーにつきま
す。私たちもお客さんの反応によってエネ
ルギーをもらっています。
森さん　以前、ある男の子のお母さんから、
「皆さんのお芝居を見て、反抗期で会話のな
かった息子が感想を話してきた。うれしかった」
と連絡がありました。芝居には心を揺さぶる力
があるんだと思います。
山田さん　私たちの劇団には若い人が多いんで
す。きっと、生きている人同士、直接気持ちを伝え
たいという思いがあるんじゃないかな。そしてそ
れができるのが演劇なんだと思うんです。

今回の作品を通して伝えたいことは何で
すか。
岸本さん　今回、演出を担当します。大正時
代、一つの思いの下に歴史に残る出来事がな
された熱意を再現したいと思っています。若
い人たちに何かを変える熱意を感じても
らえたら。今、演劇はコストを気にして
少人数の作品が多くなっていま
す。これが芝居の迫力だと思っ
てもらえるような一糸乱れ
ぬ作品をつくり上げた
いですね。

舞台は大正七年の神戸。激しい物価高騰で市民の生活は困窮を極めていた。そして、
米の買い占めで莫大な富を得た商店へ、市民の怒りがだんだんと向かっていき…。
兵庫で活動する12劇団が力を結集して届ける渾身の演劇。

大正七年の長い夏

名前
   所属劇団
      劇団所属歴

日 8月2日（金）・3日（土）①14:00②18:30、4日（日）14:00
所 神戸アートビレッジセンター（兵庫区新開地5-3-14）☎512-5500
￥ 一般3,500（3,000）円、高中2,500（2,000）円※要予約
問　 兵劇協☎090-3495-5876（大西）※チケットは神戸アートビレッジセンターでも取り扱い
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神戸市立小磯記念美術館 学芸員 高橋佳苗さん
見どころは、戦前の神戸みなとの祭に関する展示です。小磯良平は
記念すべき第1回目のポスターを手掛けましたが、神戸みなとの祭

には他にも様々な神戸の芸術家が関わり、市民とともに祭りのにぎわいを楽し
んでいました。本展では、そんな当時の暮らしが伝わってくる写真や映像、パン
フレット等の資料、さらに芸術家たちのユーモアたっぷりのエピソードも紹介しま
す。活気ある神戸の生活や文化の香りを、ぜひ感じてください。

みどころ

何か楽しそうなもの、おもしろそうなものはないかとすみずみまで見ています。
（垂水区 鷲尾さん）

VOICE表紙がかわいいです。わかりやすい表記が良いです。
（長田区 合田さん）

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｡

 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

第3回 写研オーロラ写真展
8／20（火）～25（日） ●￥無料

ART［アート］

selection

神戸市立小磯記念美術館

～9／1㊐
●所 東灘区向洋町中5-7 ●休 月曜休館
●￥ 一般800円、大学生400円、高校生以下無料
●問 ☎857-5880

小磯良平が1930年代以降に手掛けたグ
ラフィックアートの仕事を通して、彼を取り
巻く神戸の文化や暮らしの実像を探る。
「神戸みなとの祭」や「神戸博」の宣伝ポ
スター、ステンドグラスのデザインに関わる
作品を中心に、パンフレットや写真、映像等
の資料も合わせて紹介する。

 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

Pen²展
作家Pen²の遊び心あふれる世界が広がる。
8／24（土）～29（木） ●￥無料

西宮市に在住していた企業家・山村德太
郎が収集した戦後日本の前衛美術作品
群を、過去最大規模で展示。日本の戦後
美術史を語る上で欠かせない数々の作品
が集まる。「アブストラクト（抽象）と人間くさ
い前衛のはざ間」を収集方針とし、作家本
人に会うことを重視した彼のコレクション収
集の経緯も紹介する。

8／3㊏～9／29㊐
●所 中央区脇浜海岸通1-1-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般1,300円､大学生900円、70歳以上650円、高校生以下無料
●問 ☎262-0901

兵庫県立美術館

集めた！日本の前衛―山村德太郎の眼

山村コレクション展

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

公募 第41回青朝会
日本水墨画展 兵庫巡回展
7／31（水）～8／4（日）●￥無料

 兵庫県学校厚生会 アートホール神戸
中央区北長狭通4-7-34 ☎331-9955
□休水曜

「第13回写真公募展」「第12回
ハガキ大募集」入賞作品展
8／16（金）～20（火） ●￥無料

 神戸市内
神戸市立博物館の学芸員と
神戸を巡る（コースⅡ）
昭和初期の神戸の街並みを写した古い
写真を手に、街歩きを楽しむツアー。
9／7（土）、21（土）※8／23（金）までに要申し込み
●￥無料
●問神戸市立博物館 ☎391-0035

 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

元永定正 《ヘランヘラン》1975年
兵庫県立美術館（山村コレクション）

©モトナガ資料研究室
Motonaga Archive Research Institution Ltd.
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 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～
～9／1（日） ●￥一般800円、
大高600円、中学生以下無料

市外の美術館・博物館情報

 伊丹市立美術館
伊丹市宮ノ前2-5-20 ☎072-772-7447
□休月曜

アルプスが生んだ絵本画家
エルンスト・クライドルフ展
～8／25（日） ●￥一般800円、
大高450円、中小150円

 神戸ゆかりの美術館
東灘区向洋町中2-9-1 ☎858-1520
□休月曜

ヒグチユウコ展 CIRCUS
～9／1（日）
●￥一般1,000円、大学生500円、
高校生以下無料

小磯良平（原画）
第1回神戸みなとの祭ポスター
1933 小磯記念美術館蔵

独特のデフォルメと人間味あふれるイラス
トレーションで、1960～70年代に時代の
寵児となった灘本唯人。神戸で銭湯を営
む灘本家の8人兄弟末っ子として生まれ、
やがて若き日の横尾忠則と公募展の特
選を競い合うように。広告やポスター、書
籍の装丁、絵本まで、彼が初期から晩年
までに手掛けた幅広い作品から、その変
幻自在の画業を振り返る。

イラストレーター・灘本唯人の全貌
男と女のレシピ

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

BBプラザ美術館

～9／16㊊㊗
●所 灘区岩屋中町4-2-7BBプラザ2階 ●休 月曜休館
●￥ 一般400円、65歳以上200円、大学生以下無料 ●問 ☎802-9286

灘本唯人1979年個人蔵※後期

 神戸文学館
灘区王子町3-1-2 ☎882-2028
□休水曜

続・昭和レトロ 時代がかわるとき
～9／23（月・祝） ●￥無料

 兵庫県公館県政資料館
中央区下山手通4-4-1 
□休日曜、祝日

丹波に生きる 市野元和展
釉薬によって華やかで現代的な感覚を
加えた市野元和の丹波焼を展示。
～8／24（土）●￥無料
●問兵庫県企画県民部秘書課儀典室
☎362-3823

 フォトカフェ
中央区元町通4-5-15 ☎201-9720
□休8／5（月）～8（木）

写真展鉄道ファンのアルバムから2
国鉄の時代
8／2（金）～11（日） ●￥無料

 KOBEとんぼ玉ミュージアム
中央区京町79日本ビルヂング2階
☎393-8500 □休会期中無休

ガラスの水族館 
～9／10（火）●￥一般400円、中小200円

 香雪美術館
東灘区御影郡家2-12-1 ☎841-0652
□休月曜

106歳を生きる 篠田桃紅
とどめ得ぬもの 墨のいろ 心のかたち
106歳を迎えた美術家・篠田桃紅が、水墨
抽象画という独自のスタイルを確立するま
での変遷を約70点の作品と資料で追う。
8／1（木）～10／14（月・祝）
●￥一般800円、大高500円、中学生以下無料
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 笹倉鉄平ちいさな絵画館
西宮市能登町11-17 ☎0798-75-2401
□休火・水曜

笹倉鉄平　寒色の絵、暖色の絵
色調の違いで変化するイメージを楽しめる作品展。
～9／23（月・祝） ●￥一般300円、
大学生200円、高中小100円

7

 姫路市立美術館
姫路市本町68-25 ☎079-222-2288
□休月曜

奇蹟の芸術都市 バルセロナ展
1859年の都市計画の誕生から1930年
代のスペイン内戦までの間に、バルセロナ
で育まれた芸術文化をたどる。アントニ・ガウ
ディやピカソら巨匠たちの作品を展示する。
～9／1（日） ●￥一般1,200円、
大高600円、中小200円

8

 兵庫陶芸美術館
丹波篠山市今田町上立杭4 ☎079-597-3961
□休月曜

恋する古伊万里
－かたちとデザインの魅力－
時代とともに形やデザインを変え、愛用さ
れてきた伊万里焼の魅力を、124点の
作品で紹介する。
～9／29（日） ●￥一般600円、
大学生500円、高校生以下無料

9

 神戸ファッション美術館
東灘区向洋町中2-9-1 ☎858-0050
□休月曜

Flowers モードに咲く花
～9／1（日）
●￥一般800円、大学生・65歳以上400円、
高校生以下無料
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子どもの楽しめるイベント情報をたくさん得ることができました！！
（中央区 山本さん）

VOICEこんなにたくさんの情報がのっているなんてびっくりしました。
夏休み、子どもとのお出掛けの楽しみが増えました。（西区 大出さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
8／21（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
8／28（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館
8／10（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｡

ニューヨークの注目アーティスト公演第6弾

ヴィクター・グールドトリオ
ジャズの本場、ニューヨー
クの優れたアーティストを
紹介する公演の第6弾。
端正なタッチとニューヨー
クらしいモダンな演奏で現
地ジャズシーンを賑わせる
ジャズピアノの新星、ヴィクター・グールドが登場する。同じくニューヨー
クで活躍する人気ベーシスト、ドラマーとの演奏。

100BANホール

8／4㊐18：30開演 ●所 中央区江戸町100高砂ビル2階
●￥ 一般5,000（4,500）円、学生3,000（2,500）円
●問 100BANホール ☎331-1728

 100BANホール
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

林正樹・福盛進也デュオ
幅広いアーティストから信頼の厚いピアニ
スト・林正樹と、ドイツの名門レーベルから
作品を発表したドラマー・福盛進也のジャ
ズセッション。
8／3（土）13:00 ●￥4,000（3,500）円
●問ムジカ アルコ・イリス ☎080-3853-9363

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

2019オカリナフェスティバル in 神戸
全国のオカリナ愛好家が各日58組出場
し、演奏を披露。ゲストにLa carafa（24
日）、ノベルノート＋（25日）が登場。
8／24（土）・25（日）11:00
●￥一日券1,200円、二日通し券1,800円
●問オカリナフェスティバル事務局
☎351-3535

 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

混声合唱団Parsley
第24回定期演奏会
8／10（土）14:00 ●￥無料 ●問同団事務局
☎090-5903-7775（塚本）

ロドニー・グリーンヴィクター・グールドデイヴィッド・ウォン

20人目のグランプリ獲得者は
第20回 神戸新開地ジャズヴォーカルクィーンコンテスト

神戸市室内管弦楽団

東灘区民センターうはらホールほか

①8／23㊎ ②24㊏ ③25㊐各11:00／14:00開演
●所 ①東灘区民センター うはらホール（東灘区住吉東町5-1-16）
　②北神区民センター ありまホール（北区藤原台中町1-3-1）
　③西区民センター なでしこホール（西区糀台5-6-1）
●￥ 一般1,000（800）円、小学生以下500（400）円
※3歳以下はひざ上の場合無料

●問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課 ☎361-7241

夏休みこどもコンサート
くまとやまねこ～音楽で紡ぐ絵本の世界～
神戸市室内管弦楽団が開催する、子どもの
ためのコンサート。大事な存在を失ったくま
が再び心を開くまでを描く絵本『くまとやまね
こ』をスクリーンに映しながら、美しい音楽の
生演奏と一緒に物語を読み進める。

第19回大会の様子

神戸新聞松方ホール

8／24㊏15:00開演 ●所 中央区東川崎町1-5-7
●￥ 3,000円※前売りのみ ●問 同コンクール事務局 ☎322-6490

アメリカ・シアトルのジャズクラブでのライブ出
演をかけて行われる女性ジャズヴォーカリスト
のコンテスト。20回を記念し、今年は会場の
規模を拡大。予選を勝ち上がった10人が、自
ら選んだ2曲を熱唱し、グランプリを目指す。

 神戸雲内教会
灘区八幡町1-6-9

エレミヤの哀歌 マリアの賛歌
フランス・バロック時代の音楽を、古楽器
と声楽（ソプラノ）で演奏する。
8／25（日）16:00 ●￥1,500（1,200）円
●問 ☎090-6067-4507（笹山）

 神戸聖愛教会
中央区生田町1-1-27

バッハ ミサ曲ロ短調
合唱と合奏はアンサンブル・フロット。
8／24（土）13:30
●￥一般3,500（3,000）円、学生3,000（2,500）円
●問 アンサンブル・フロット
☎050-3598-2138※平日10:00～18:00

 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

スーパーストリングスコーベ
サマーコンサート2019－若き友絆 奇跡の再会－
佐渡裕が主宰「スーパーキッズ・オーケス
トラ」のOBが、中国を代表するピアニスト・
牛牛とショパンの「ピアノ協奏曲第1番」
を共演。各日異なるプログラムを演奏。
8／15（木）・16（金）18：00 ●￥各日5,000円
●問 HKMエンタープライズ㈱ ☎321-7373

混声合唱団 スコラ・カントルム神戸
結成記念演奏会
声楽家・小玉晃が主宰する混声合唱団
のお披露目公演。松方ホール音楽賞大
賞受賞者をソリストに迎える。
8／17（土）15:00
●￥一般2,500（2,000）円、
学生1,500（1,000）円

 伊丹アイフォニックホール
伊丹市宮ノ前1-3-30 ☎072-780-2110

オカリナ・デュオ 揺－YURA－コンサート
8／4（日）14:00 ●￥2,000円

市外の演奏会情報

 新長田勤労市民センター別館
 ピフレホール
長田区若松町4-2-15 ☎621-1120

華麗なるマリンバの響きVol.26
ハチャトリアンの「ガイーヌ」から「剣の
舞」ほかをマリンバの合奏で演奏。ヴァイ
オリンのゲスト出演も。
8／11（日）14:00 ●￥2,000円
●問佐藤音楽事務所 ☎241-0921
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 兵庫県民会館 けんみんホール
中央区下山手通4-16-3 ☎321-2131

新進芸術家育成プロジェクト リサイタルシリーズ
内藤雪子ピアノリサイタル
8／28（水）19:00 ●￥2,000円
●問（公財）兵庫県芸術文化協会
☎321-2002

12

 六甲オルゴールミュージアム
灘区六甲山町北六甲4512-145 ☎891-1284

星空とオルゴール～銀河鉄道の旅～
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』の銀河の
世界を投影した展示室で、オルゴール等
の自動演奏楽器の音色を楽しめる。
～9／10（火） ●￥中学生以上1,030円、
4歳～小学生510円※入館料として

11



CULTURE

毎回、触れたことのない映画や絵画の情報に出会えて
出掛けるキッカケをもらっています。（東灘区 山内さん）

VOICE舞台を観るのが一番の趣味ですが、美術や映画にも興味があるので
KOBE C情報は毎月チェックしています。（西区 松田さん）

VOICE

神戸文化ホール 大ホール舞台上

童話『ヘンゼルとグレーテル』の物語をちょっぴり違う
視点から描く。弟・ヘンゼルが生まれたことで一人っ子
の幸せを奪われたグレーテル。誰もが思い当たる家族
間の愛、憎しみ、大切さを2人芝居で表現する。舞台
上に設けられた客席で、演技を間近で鑑賞しよう。

THEATER［シアター］

selection

8／21㊌・22㊍15:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 一般2,500円、子ども1,000円、親子ペア3,000円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

独学で風力発電を作り上げた少年の実話

風をつかまえた少年

CINEMA［シネマ］

selection

アフリカの最貧国マラウイで、貧困により
通学を断念した14歳の少年。図書館で1
冊の本と出会い、畑に水を引くための発電
可能な風車を作ることを決意。困難を乗り
越え村や自身の未来を切り開く姿を、実話を基に描く。

シネ・リーブル神戸

8／2㊎～ ●所 中央区浪花町59神戸朝日ビルディング地下1階・4階
●￥ 一般1,800円、大専1,500円、シニア1,100円、高校生以下1,000円
●問 ☎334-2126

©TMS　宝島 劇場版

(C)2018 BOY WHO LTD /
BRITISH BROADCASTING CORPORATION /

THE BRITISH FILM INSTITUTE /
PARTICIPANT MEDIA, LLC

※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｡

サマージャンボリー2019 オカシナ♥セカイ

グレーテルとヘンゼル

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

2019夏休みキッズ狂言会
8／25（日）14:00 ●￥無料※要申込

 葺合文化センター
中央区旗塚通4-4-1 ☎242-0414

夏休み子どもわくわく芸能祭
落語家＊桂三若のお笑い塾
子どもたちも楽しめる落語とサイエンス
ショーの2本立て。神戸市出身の落語
家・桂三若が分かりやすく小噺を解説す
るほか、落語体験も。
8／4（日）14:00
●￥一般700円、4歳～15歳500円、
家族券2,000円※4人分、前売りのみ

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

文之助・九雀・吉弥の
神戸らくごビレッジその104
8／19（月）19:00 ●￥3,000（2,500）円
●問さかいひろこworks ☎06-6155-5561

 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

ハワード・ホークス特集2 代表作と初期作品
アメリカ映画の巨匠ハワード・ホークスを
特集。『ビズ・ガールズ・フライデー』等、代
表作3作品と初期作品5本を上映。
8／10（土）～15（木） ●￥一般1,000円、
学生700円※当日2本目は200円引き

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

ひつじのショーン バック・トゥ・ザ・ホーム
牧場に暮らすヒツジのショーンとその仲
間たちの冒険物語。
8／28（水）①10:00②12:30③14:30
●￥500円

中ホール

 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

元町映画館9周年×YIDFF30周年
山形国際ドキュメンタリー映画祭傑作選
今年30周年を迎える「山形国際ドキュメ
ンタリー映画祭」（YIDFF）の上映作品
の中から、劇場未公開の5作品を上映。
作品は1995年に優秀賞、市民賞を受
賞した『スクリーンプレイ：時代』ほか。
8／17（土）～23（金）※料金は要確認
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 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

バジュランギおじさんと、小さな迷子
底抜けに正直者のインド人青年が迷子
のパキスタン人少女を祖国に送り届けよ
うと奮闘する。※『家へ帰ろう』と2本立て
7／25（木）～8／4（日）
●￥一般1,200円、大専・シニア1,000円、
高中900円、小学生700円

15

KAVCホール

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

Go！Go！High School Project 
2019 成果発表会
学校の枠を超えて高校生が芝居を作り
上げる成果発表公演。
8／25（日） ●￥無料

大ホール

名スタッフをそろえた劇場版アニメ

宝島
1978年からテレビ放映されたアニメ『宝
島』の劇場版。偶然手に入れた宝の地
図をめぐる冒険を描く。優れたアニメ作品
を生み出した出﨑統、杉野昭夫、竹内啓雄らをスタッフにそろえた作品。

神戸芸術工科大学 吉武ホール

8／24㊏ ●所 西区学園西町8-1-1 ●￥ 無料 ●問 ☎794-2112

 伊丹市立演劇ホール（アイホール）
伊丹市伊丹2-4-1 ☎072-782-2000

かえるの？ 王子さま
子どもたちの好奇心をくすぐる無言劇。
8／10（土）・11（日）①11:00②15:00 
●￥一般1,800（1,500）円、子ども800（500）円、
大人と子どもペア券1,800円※前売りのみ

市外の演劇情報

KAVCホール

 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

デスティニー・イン・ザ・ウォー
東京初空襲に参加した米兵と中国人女
性の愛を中心に描く歴史映画。
8／9（金）①11:00②14:00③19:00、
10（土）①11:00②13:00※上映後講演あり
③16:15④18:15
●￥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

藤田敏八監督特集上映
「パキさん」が残したもの
気だるく無軌道な若者の姿を描いた藤
田敏八監督の青春映画を上映。17日に
は石川セリのトーク＆ライブも。
8／17（土）～22（木） ●￥一般1,200円

KAVCシアター
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サマージャンボリー2019概要
日程　8／3㊏・4㊐・21㊌・22㊍・28㊌
内容　音楽ライブ、ワークショップ（申し込み順）、映画上映

撮影:岡千里



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10月5日の行事は8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】❶1013は7月30日（火）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）。その他は8月5日（月）必着。
※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。
※1415のプレゼントは、8月6日（火）以降の発送となります。
※14は「元町映画館9周年×YIDFF30周年」の一部作品で使用できない場合があります。
※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大正七年の長い夏 8／4公演（兵庫県劇団協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア1組
ART MUSEUM
❷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
❸イラストレーター・灘本唯人の全貌（BBプラザ美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹山村コレクション展（兵庫県立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺Flowers モードに咲く花（神戸ファッション美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❻106歳を生きる 篠田桃紅（香雪美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❼笹倉鉄平 寒色の絵、暖色の絵（笹倉鉄平ちいさな絵画館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❽奇蹟の芸術都市 バルセロナ展（姫路市立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
❾恋する古伊万里（兵庫陶芸美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
10華麗なるマリンバの響きVol.26（佐藤音楽事務所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
11六甲オルゴールミュージアム入館券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
12内藤雪子ピアノリサイタル（（公財）兵庫県芸術文化協会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
CINEMA
13デスティニー・イン・ザ・ウォー（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
14「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
15「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組

PRESENT 第35回 ジャパンステューデント
ジャズフェスティバル 2019

CULTURE

INFORMATION

全国の中高生ビッグバンドが神戸
に集まり、それぞれのジャズの腕前
を披露し合う“ジャズの甲子園”が
開幕する！今年は全国各地から中
学・高校など計49団体が出場す
る。神戸からは、市立葺合中学校、
市立原田中学校、神戸村野工業高等学校、市立六甲アイランド高等学
校、神戸ユースジャズオーケストラが参加。また、このフェスティバル出
身のミュージシャンたちによるビッグバンドや、ジャズトロンボーンの巨
匠ジグズ・ウイングハムがゲストとして登場。この日に向けて練習を重
ねてきたエネルギーいっぱいの演奏をお聞き逃しなく！
■日時　8月16日（金）～18日（日）11:30開演
■ゲスト　
〈16日〉神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校ビッグバンド、広瀬未来＆SJF         
         リユニオンビッグバンド feat. ジグズ・ ウイングハム
〈17日〉甲陽＆バークリーGRADUATES BAND、The Big Band of   
         ROGUES feat. ルイス・バジェ 森村献 伊波淑
〈18日〉甲陽 DIRECTORS BAND feat. 古谷光広＆広瀬未来、  
         野々村明＆ザ・グローバル・ジャズオーケストラ feat. ジグズ・  
         ウイングハム
■場所　神戸文化ホール大ホール
■料金　一般（3日共通券）1,500円・（1日券）1,000円、
　　　　中高生（3日共通券）500円、小学生以下無料
■問い合わせ　（公財）神戸市民文化振興財団☎351-3597

区民センターでは10月から開講す
る秋季定例講座の受講生を募集
しています。絵画・書道・陶芸・手
芸・音楽・歴史・茶華道・料理・語
学・ダンス・スポーツ・健康など幅
広い分野で多彩な講座を開講し
ます。初心者向けの講座も充実して
おりますので、この秋は何か新しい
ことを始めるいいチャンスです！

●募集期間／8月5日（月）から9月5日（木）の間に下記へ
※見学は随時、無料で受け付けております。気になる講座がございましたらいつ
でもお気軽にお問い合わせください。詳しくは、区民センター講座のパンフ
レット（8月5日から各区民センター、神戸文化ホールなどで配布）、またはホー
ムページ、フェイスブックをご覧ください。

●申し込み・問い合わせ／
東灘区民センター 　☎822-8333
　葺合文化センター 　☎242-0414
　生田文化会館 　　  ☎382-0861
　北区民センター 　　☎593-1150
　北神区民センター　 ☎987-3400
　須磨区民センター　 ☎735-7641
　西区民センター　　 ☎991-8321

区民センター2019年秋季定例講座受講生募集

Facebook定例講座
申し込み（公式）
ホームページ

神戸の夏を彩る中学・高校生のジャズの祭典

市立原田中学校
原田ブルージャズオーケストラ

ピックアップ
神戸の出場校

interview

市立原田中学校から出場するのは、「原田ブルージャズオーケストラ」。
部活動の中でも人気のクラブで、現在1年生から3年生まで計57人が
所属。水曜、日曜以外の週5日練習に励む。
原田中学校では、入学式、体育会等の学
校行事でも同オーケストラが活躍。リズミカ
ルなジャズを演奏し、生徒たちからも好評
だ。明るく元気、そして部としてのまとまりの
良さを感じられる楽しい演奏を披露する。

部活をきっかけにジャズを知った部員がほとんどです。校内には吹奏
楽部がないので、部員のみんなは「音楽がやりたい」「入学式の時に
聞いた先輩の演奏にあこがれて」等、色々な理由で入部しました。初
めの頃はジャズって大人っぽい音楽だなぁと思っていましたが、今は
演奏するのがとても楽しいです。みんなで楽しんで盛り上がるのが私
たちの演奏の良さで、アップテンポの曲が得意です。今年は神戸まつ
りにも参加しました。聴いている人も手拍子をして自由に楽しんでくれ
て良い演奏ができました。「ジャパンステューデントジャズフェスティバ
ル」は、1年に1度のジャズの大会。全力を尽くして聴いた人も楽しくな
るようないつまでも思い出に残る演奏をしたいです。
　　　　（部長:村田葵さん、副部長:今北ちひろさん・山本翔太さん）




