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神戸が舞台の現代アートのイベ
ント「アート・プロジェクト KOBE 
2019:TRANS-（略：TRANS- ）」
が9月14日（土）から開幕する。全
国各地で開かれる大規模な芸術
祭とは一線を画し、参加作家を2
人に厳選。新しい文化を率先して
受け入れてきた神戸ならではの
新しいアートイベントとは？

グレゴール・シュナイダー《消えた現実》

兵庫港・中央卸売市場でのやなぎみわ舞台車「花鳥虹」　



神戸

中央市場前

神戸市営地下鉄
海岸線

阪神高速
3号神戸線

JR神戸線

御崎公園
苅藻駒ヶ林

新長田

開催期間  
9月14日（土）～11月10日（日）
会場　
■グレゴール・シュナイダー
　「美術館の終焉─12の道行き」
デュオドーム、旧兵庫県立健康科学研究所、メトロ
こうべ、神戸アートビレッジセンター、神戸市立兵
庫荘、駒ヶ林駅コンコース、ノアービル、丸五市場
■やなぎみわ「日輪の翼」公演
神戸市中央卸売市場本場内特設会場
※10月4日（金）・5日（土）・6日（日）18:00開演

料金
＜全作品鑑賞券（「日輪の翼」公演を除く）＞
一般1,500円、大学生・65歳以上500円、高校生
以下無料※各会場、会期中1回だけ入場可
＜個別鑑賞券＞ 一般500円、大学生・65歳以上
200円、高校生以下無料
※上記2種の鑑賞券は期間中、会場で販売

＜「日輪の翼」公演鑑賞券＞
一般4,500（前売り4,000）円、
25歳以下2,500円※前売りのみ
問い合わせ　
神戸市イベント案内・申込センター☎333-3372

体感する現代アート

「アート・プロジェクト 
KOBE 2019:TRANS-（略:TRANS- ）」

TRANS-KOBE 検索

TRANS- ディレクターの林寿美さんに聞く

もっと深く詳しく

A        近年、国内外で盛んに開催されて
いる芸術祭は大勢の作家の作品を展
示することが多いと思います。TRANS- 
はそれらと一線を画し、参加作家が2人
だけである点が最大の特徴です。大が
かりなアートイベントで参加作家がこ
れだけ少ないのは世界でも珍しいこと
です。作家の力が十分発揮された密度
の濃い作品を紹介し、世界に発信でき
るユニークな取り組みにしたいと考え
人数を絞りました。

TRANS- は
どのような点が特徴の
アートイベントですか。

A        TRANS- は芸術祭ではなくプ
ロジェクトと位置付けています。神
戸の街に作家がおもしろい仕掛け
を作る、街を使った展覧会であると
いう意味を込めてアート・プロジェ
クトと銘打ちました。神戸の街が、
世界を舞台に長く活躍する2人の
実力者によってどう変わるのか注
目してください。

芸術祭との
違いを

教えてください。

A         人間の感覚の内へ内へと分け入っていくシュナイ
ダーと野外公演という華やかで開放的な表現のやなぎみ
わ。2人の作品は対照的だといえます。シュナイダーの作品
は、「これは現実なのか」といった普段あまり感じることの
ない体験をしていただけます。全12作品から、彼が追求す
るテーマを感じ取ってもらえるのではないでしょうか。
やなぎみわの作品は、芝居や歌、サーカスパフォーマン
ス、ポールダンスが混じり合った劇をステージトレー
ラーで上演します。客席は兵庫港の海上に浮かぶ船の
上。兵庫の歴史や時宗の踊り念仏を取り入れた神戸なら
ではの幻想的な物語を、ぜひ体感してほしいですね。

2人の作品の
見どころを

教えてください。
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TRANS- は、神戸の西側エリア、新開地・兵庫港・
新長田地区を舞台にした現代アートのイベント。
世界を舞台に作品を発信し続けるグレゴール・
シュナイダーとやなぎみわの2人の作家が、神戸
の歴史や空間、建物を活用した作品をつくりあげ
る。シュナイダーは、“部屋”を使った非現実的で
見る人の感覚を揺さぶるようなインスタレーショ
ンを、地下鉄沿線を中心に8カ所12作品を展示。
やなぎみわは、兵庫区にゆかりの深い一遍上人
等、神戸ならではのエッセンスを盛り込んだ野外劇
「日輪の翼」を、神戸最古の港・兵庫港で上演する。グレゴール・シュナイダー

1969年、ドイツ・ライト生まれ。16歳で自宅
の部屋の中に別の部屋を作るなどした作品
の制作に着手。2001年のヴェネツィア･ビエ
ンナーレでドイツ館代表作家となり、金獅子
賞を受賞。以降、時空がねじれた非現実な
体験を促すインスタレーションを手がける。
国際芸術祭へ多数参加。デュッセルドルフ
芸術大学教授。

やなぎ みわ
1967年、神戸市兵庫区生まれ。CGや特殊メ
イクを駆使した写真で女性を取り巻く問題
への洞察を試みる。2009年、ヴェネツィア・
ビエンナーレ日本館の代表作家。2011年か
らは演劇に取り組み、2017年の「港都KOBE
芸術祭」では野外劇『日輪の翼』のための移
動舞台トレーラーを展示した。

グレゴール・シュナイダー作品展示場所
やなぎみわ「日輪の翼」公演会場



小さいけれどカラー写真がたくさんで虫メガネで楽しく見ています。
（北区 芳賀沼さん）

VOICEいつも楽しい情報ありがとうございます。
最新C情報を見つけると思わず笑顔になります。（中央区 藤原さん）

VOICE

ギャラリー島田代表 島田誠さん
「そもそもオリンピック」はアーサー・ビナード作、スズキコージ画の絵
本で「ドームがたり」に続く第2弾。語り部の風が原始時代の選手

達を吹き踊らせて数千年、近代オリンピックがギリシャから始まった。第9回アム
ステルダム大会での織田幹雄選手の快挙。その後見役も風なのだ。今回は
「そもそもオリンピック」の原画を一挙に展示。NHK日曜美術館「スズキコージ
の世界」でのライブペインティングによる巨大キャンバス画や小作品とともに。

みどころ

※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

写友萌黄 第9回写真展
9／10（火）～15（日） ●￥無料

ART［アート］

selection

ギャラリー島田

9／14㊏～25㊌ ●所 中央区山本通2-4-24リランズゲート1階
●休 会期中無休 ●￥ 無料 ●問 ☎262-8058

絵本画家・スズキコージの
最新作「そもそもオリンピッ
ク」の原画展。1928年ア
ムステルダムオリンピックで
三段跳金メダリストに輝い
た織田幹雄選手の活躍を
描く作品で、30点以上の原画を展示。サイケデリックな色彩と創造
力あふれる絵の世界が広がる。

 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

第9回 座る・くらべる一脚展+2019
9／3（火）～16（月・祝）
●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料

 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
ー男と女のレシピー
～9／16（月・祝） ●￥一般400円、
65歳以上200円、大学生以下無料

フィンランドのセラミックアーティスト、ルート・
ブリュックの多彩な活動を網羅的に紹介す
る。日本初となる大規模な回顧展で、蝶や
鳥、昆虫、神話等のモチーフを陶板に表現
した作品から、無数のタイルを組み合わせた
抽象的なモザイク壁画まで約180点を展
示。彼女にとって大切なモチーフであった蝶
のように、ジャンルを自由に越える芸術世界
に触れることができる。

9／7㊏～10／20㊐ ●所 伊丹市宮ノ前2-5-20 ●休 月曜休館
●￥ 一般800円､大高450円、中小150円
●問 ☎072-772-7447（伊丹市立美術館）

伊丹市立美術館・伊丹市立工芸センター

ルート・ブリュック展
蝶の軌跡

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

第44回こうべ芸文美術展
書、洋画、日本画、水墨画等、幅広い作
品約200点が一堂に会する。
9／19（木）～23（月・祝） ●￥無料

 横尾忠則現代美術館
灘区原田通3-8-30 ☎855-5607
□休月曜

横尾忠則 自我自損展
横尾忠則自身がゲストキュレーターとして
自ら出品作品を選定し、展示プランを考
案するユニークな企画展。
9／14（土）～12／22（日）
●￥一般700円､大学生550円、
70歳以上350円、高校生以下無料

「蝶たち」1957年
Rut Bryk, “Butterflies”, 1957,
TWRB Foundation / EMMA

© KUVASTO, Helsinki & JASPAR,
Tokyo, 2018 C2531

 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

絵画の“まなざし”を感じて
人々の表情や内面、作品に込められた
思いを伝える「視線」に焦点を当て、小
磯良平や神戸ゆかりの画家約20人の
作品を集める。
9／14（土）～11／10（日）
●￥一般200円、大学生100円、高校生以下無料

 六甲山上11施設
□休会期中無休

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2019
六甲山と現代アートのコラボ。今年は42
作家が作品を展示し、神戸ゆかりのアー
ティスト、榎忠、藤本由紀夫らも参加。
9／13（金）～11／24（日）
●￥一般2,200円、4歳～小学生1,100円
●問六甲ミーツ・アート 芸術散歩2019
インフォメーション ☎891-0048

生命力あふれる摩訶不思議な世界へ

スズキコージ そもそもオリンピック展 

 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

 フォトカフェ
中央区元町通4-5-15 ☎201-9720
□休9／16（月・祝）～19（木）

こいけなおこ写真展「噺家ポートレイト」
9／13（金）～22（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

神戸新世紀小品展
9／13（金）～18（水） ●￥無料

 神戸わたくし美術館
長田区西丸山町2-7-5 ☎621-0366
□休完全予約制

堀尾貞治・昭子の世界Ⅲ
To you dream 三浦徹コレクション
9／1（日）～11／20（水） ●￥無料

 storage books & gallery
中央区三宮町3-1-16三星ビル3階南室
☎331-6977 □休水曜

さかたきよこ個展『金の鳥』
画家・さかたきよこの絵本「ブルガリアの
むかしばなし 金の鳥」原画展。多彩な色
を使った奥行のある絵の世界が広がる。
繊細に描き込まれた銅版画も。
8／24（土）～9／3（火） ●￥無料　

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

住まいと暮らしの道具展 vol.5
「箱 haco」
9／17（火）～29（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
～10／14（月・祝） ●￥一般800円、
大高500円、中学生以下無料

 柿衞文庫
伊丹市宮ノ前2-5-20 ☎072-782-0244
□休月曜

蕪村の手紙
蕪村が綴った手紙を中心に紹介する。
9／7（土）～10／20（日）
●￥一般700円、大高450円、中小350円

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜

集めた！日本の前衛―山村德太郎の眼
山村コレクション展
～9／29（日）
●￥一般1,300円､大学生900円、
70歳以上650円、高校生以下無料
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市外の美術館・博物館情報

 西宮市大谷記念美術館
西宮市中浜町4-38 ☎0798-33-0164
□休水曜

2019 イタリア・ボローニャ国際絵本原画展
絵本原画のコンクールで今年入選した
全作品を紹介。27カ国76作家の国際
色豊かなイラストがあふれる。
～9／23（月・祝） ●￥一般800円、
大高600円、中小400円
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世界を舞台に活躍し、日本画の
新たな可能性に挑む千住博の軌
跡をたどる展覧会。高野山金剛
峯寺に奉納が決まった総延長40
ｍを超える最新の襖絵「瀧図」
「断崖図」を鑑賞できる貴重な機会。初期作品から、蛍光塗料を使うこと
で光によって表情が変わる「龍神Ⅰ・Ⅱ」等の代表作までを、神戸ゆかりの
美術館と神戸ファッション美術館の2会場で紹介する。

高野山金剛峯寺 襖絵完成記念

千住博展

神戸ゆかりの美術館、神戸ファッション美術館

9／14㊏～11／4㊊㊡
●所 東灘区向洋町中2-9-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般1,300円、大学生・65歳以上650円、高校生以下無料
●問 ☎858-1520（神戸ゆかりの美術館）、
　☎858-0050（神戸ファッション美術館）

高野山金剛峯寺襖絵≪瀧図≫（部分）2018年

1

ふすま



いろんなコンサートの情報がよく分かりカレンダー片手に
あちこちへ出かけるのが楽しみです。（垂水区 伊藤さん）

VOICEアート、ミュージックの各々の情報、本当にタメになります。
（西宮市 上田さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
9／18（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
9／18（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館
9／14（土）14:00
●問ひょうごアーティストサロン ☎321-2005
小磯記念美術館
9／15（日）14:00
●問同館 ☎857-5880

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｡

オペラde神戸でも活躍

内藤里美ソプラノリサイタル～詩声～
様々なオペラの主要キャストを務めるほか、神戸市
混声合唱団のコンサートミストレスとしても活躍す
るソプラノ歌手の内藤里美の公演。山田耕筰の
「この道」、木下牧子の歌曲集「花のかず」等、日
本歌曲を集めたプログラムで送る。

兵庫県民会館 けんみんホール

9／13㊎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 内藤里美

第54回舞コンサート

中村太紀・竹内久力・矢代あすみジョイントコンサート
第12回神戸新人音楽賞コ
ンクールで優秀賞を受賞し
た、中村太紀（ピアノ）、竹内
久力（クラリネット）、矢代あ
すみ（ソプラノ）が個性と魅
力あふれる演奏を届ける。
〈プログラム〉　中村太紀／モーツァルト:ロンドイ短調KV511 ほか
　　　　　　 竹内久力／ピエルネ:カンツォネッタ作品19 ほか
　　　　　　 矢代あすみ／ロッシーニ:「フィレンツェの花売り娘」 ほか

舞子ビラ神戸 あじさいホール

9／28㊏14:00開演 ●所 垂水区東舞子町18-11
●￥ 1,000円 ●問 神戸コンサート協会 ☎805-6351

矢代あすみ竹内久力中村太紀

神戸文化ホール 中ホール

9／14㊏15:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ A席5,500（5,000）円、B席4,500（4,000）円
●問 （一社）日仏友好シャンソンKAKEHASHI事務局 ☎381-6202

コンクールファイナルとプロによる公演
神戸シャンソン・ポピュレール2019
一般公募の出場者によるシャンソ
ン、西洋ポピュラーソングコンクール
のファイナル。2部では歌手の菅原
洋一をスペシャルゲストに迎え、香川
有美、風かおる、小関ミオらプロによ
るシャンソンの演奏を楽しめる。 菅原洋一風かおる

山本貴志
©Marco Borggreve

阪田知樹
©Hideki Namai

若きピアニストによる至極の聴き比べ
ショパンVSリスト～ピアノの巨人たちの肖像～

神戸新聞松方ホール

9／19㊍19:00開演 ●所 中央区東川崎町1-5-7
●￥ 4,000円 ●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

世界で活躍する若手ピアニストの
演奏で、2大ピアノ作曲家の演奏を
聴き比べる。ショパン国際コンクー
ル入賞者の山本貴志が「4つのマ
ズルカ」等ショパンの作品、リストコ
ンクールで日本人初の優勝を果たし
た阪田知樹が「愛の夢」第3番変イ
長調等リストの作品を披露する。

 世良美術館
東灘区御影2-5-21 ☎822-6456

サロンで聴くバロック音楽vol.7
La Mort de Didon ディドンの愛と死
大内山薫（バロックヴァイオリン）、鈴木美
紀子（ソプラノ）、三橋桜子（チェンバロ）
によるフランスバロック音楽の演奏会。
9／22（日）14:30
●￥3,500（3,000）円

 日本芸術会館
中央区港島中町7-4-1 ☎599-6392

PORT ISLAND CLASSIC vol.7
辰野翼ピアノコンサート
9／15（日）14:20 ●￥1,000円

 神戸ハーバーランド内各所
中央区東川崎町1

Swing Jazz Cruise 2019
関西の大学生を中心にしたジャズバンド
が神戸ハーバーランドの各所で演奏を
繰り広げる。プロのジャズミュージシャン
のゲスト出演等も。
9／21（土）13：00、22（日）11：30 ●￥無料
●問 同実行委員会 　sjckobe@gmail.com

 神戸雲内教会
灘区八幡町1-6-9

16世紀の教会音楽
16世紀イギリスの教会音楽を、コレギウ
ム・ヨハネスの合唱で演奏する。
9／8（日）15:30 ●￥無料
●問 　cjohanness@aol.com

大ホール

中ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

六甲フィルハーモニー管弦楽団
第48回定期演奏会
曲目は、ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第
3番」、ショスタコーヴィチの交響曲第12
番「1917年」ほか。
9／15（日）14:00
●￥1,000円※当日会場入り口で販売
●問 同団 ☎822-3876

神戸市混声合唱団 秋の定期演奏会
世界への希望
藤井宏樹を指揮に迎え、三善晃の交響
詩「海」やシェーンベルクの「地上の平
和」等を披露する。
9／7（土）14:00
●￥一般4,000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

第13回神戸新人音楽賞コンクール 
本選・表彰式
神戸と関わりや、ゆかりのある若手音楽
家を発掘するためのコンクール。第1次、
2次予選を通過した11人が熱演。
9／28（土）15:00 ●￥1,000円
●問 神戸市イベント案内・申込センター
 ☎333-3372
 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

オペラ「コジ・ファン・トゥッテ」
2組の恋人たちの恋模様を描くモーツァ
ルトのオペラ。舞台を現代のバーに置き
換えた演出で上演する。Wキャストで老田
裕子や福嶋勲らが出演。指揮は伊藤正。
9／15（日）・16（月・祝）15:00
●￥特S席・S席5,000円、A席3,500円、
学生席2,000円
●問 ムジカヴィーヴァ ☎436-1077

安藝榮子と仲間たち～男たちの展覧会～
安藝榮子（ソプラノ）、青木耕平（バリト
ン）、芦澤佳司（ピアノ）、東仲一矩（フラ
メンコ）らによるチャリティーコンサート。
9／28（土）15:00 ●￥3,000円
●問 同コンサート事務局
　1995eikomm@gmail.com

芦屋室内合奏団 第53回定期演奏会
曲目はパーセルの組曲「アブデラザー
ル」、ホルストのセントポール組曲ほか。
9／29（日）14:00 ●￥無料
●問 同団事務局 ☎090-6911-0383（堀田）

市外の演奏会情報

神戸女学院小ホール

 兵庫県立芸術文化センター
西宮市高松町2-22

Classic Music Concert vol.1
～神戸山手女子高等学校音楽科卒業生による～
9／6（金）19:00 ●￥3,000（2,500）円
●問 同実行員会 ☎090-8656-9155

メインホール

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

鈴虫音楽堂2019～北欧の森の音楽会～
9／13（金）18:30 ●￥無料

5

6

 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

オルゴールシアター
宇野亞喜良のシンデレラ
開館25周年を記念し、イラストレーター・宇野
亞喜良が描いた絵本『シンデレラ』のイラストと
ともにアンティーク・オルゴール等を演奏する。
9／13（金）～11／24（日）
●￥中学生以上1,030円、
4歳～小学生510円※入館料として

7

 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

高橋多佳子 ピアノ・リサイタル
～ショパンの旅路～
「舟歌」、ポロネーズ第6番変イ長調「英雄」
op.53等、ショパン作品のみのプログラム。
9／22（日）15：00 ●￥4,000円

高田泰治 エラールを弾く！
ショパンが愛した19世紀フランスを代表
するエラール社製ピアノによる演奏。作
品は、ショパンやクララ・シューマン等。
9／23（月・祝）15:00 ●￥3,000円

8



地域情報をたくさん知ることが出来るので読んでいて楽しいです。
（北区 井上さん）

VOICE映画の紹介がいつも見たくなるものばかりでわくわくします。
いい映画いっぱいありますね。（加古川市 竹村さん）

VOICE

神戸文化ホール 中ホール

本場、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身のダン
サーのタンゴを、歌、楽器演奏とともに魅せる。

THEATER［シアター］

selection

9／23㊊㊗15:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 1階席4,000円、2階席3,500円、ペア券7,500円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

市内4映画館が合同でイベント

KOBE CINEMA PORT フェス 2019

CINEMA［シネマ］

selection

共通チケット等で「映画の街神戸」をPRする企画。神
戸アートビレッジセンターでは、映画の発展に貢献した神
戸ゆかりの著名人をテーマに、『鉄人28号』等を上映。

神戸アートビレッジセンター、パルシネマしんこうえん、Cinema KOBE、元町映画館

9／1㊐～30㊊ ●￥ 6枚綴りチケット3,600（3,000）円
●問 神戸アートビレッジセンター ☎512-5500
※上映期間と詳細については各館（右に記載）へ。チケットは対象の飲食店でも利用できる。

※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｡

華麗なるダンス・哀愁の歌声

アルゼンチンタンゴ2019～進化を続ける情熱たち～

あましんアルカイックホール

2016年初演作品をリクエストに応え再演する。心理
描写に手を加え、さらに熟成した舞台を披露。

団総出演のシェイクスピア作品

貞松・浜田バレエ団 「ロミオとジュリエット」全3幕

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

松竹大歌舞伎  9／11（水）13:00
●￥特等席7,500円、一等席6,000円、
二等席4,500円、25歳以下1,000円

 現光寺
須磨区須磨寺町1-1-6

源氏物語朗読［21帖 少女］
9／29（日）14:00 ●￥2,500（2,000）円
●問東洋文化と茶を楽しむ会 ☎974-9795

 メリケンパーク
中央区波止場町2

KOBE ALIVE～神戸新舞～vol.12
全国から45団体が参加する群舞の祭典。
9／14（土）・15（日） ●￥無料
●問NPO法人颯爽JAPAN ☎451-8103

 旧グッゲンハイム邸
垂水区塩屋町3-5-17

おでかけ、ゆるりふたり
桂南天と林家花丸の落語会。対談も。
9／21（土）14:00 ●￥2,500円
●問さかいひろこworks ☎06-6155-5561

 ArtTheater dB神戸
長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館4階
☎646-7044

〔音楽とダンス〕
身体で聴いてみる・交換してみる
耳の聞こえない人と一緒に音楽やダンスを
体験する、誰でも参加可のワークショップ。
9／28（土）14:00 ●￥1,000円

 Cinema KOBE
兵庫区新開地6-2-20リフレ神戸101 ☎531-6607

軍中楽園／芳華 Youth※2本立て
9／21（土）～27（金）
●￥一般1,500円、シニア・女性・学生1,000円

イタリア・ネオリアリズムの傑作

ウンベルト・D
家賃が払えず、家を追い出された老人と愛犬。
『自転車泥棒』のビットリオ・デ・シーカ監督作品。

神戸芸術工科大学 吉武ホール

9／28㊏16:00 ●所 西区学園西町8-1-1 ●￥ 無料 ●問 ☎794-2112

 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

フリーソロ
命綱なしで断崖絶壁に挑むフリーソロ・クライ
ミングに密着した長編ドキュメンタリー映画。
9／6（金）～

ガーンジー島の読書会の秘密
9／13（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

 湊川神社神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

松華会定期能
能「俊寛」、狂言「伯母ヶ酒」等を上演。
9／7（土）13:00
●￥一般5,500（5,000）円、学生2,000円

神戸観世会
作品は能「三輪」「小鍛冶」ほか。
9／8（日）13:00
●￥一般7,500（6,500）円、学生2,000円

エンリケ＆カロリーナ

撮影:金原優美
（テス大阪）

『君も出世ができる』
画像提供：東宝株式会社

9／29㊐15:30開演 ●所 尼崎市昭和通2-7-16
●￥ SS席7,000円、S席6,000円、A席5,000円、
　B席4,000円、C席2,000円
●問 （一社）貞松・浜田バレエ団 ☎861-2609

 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

太鼓衆団輪田鼓 第22回公演
鎌倉時代の蒙古襲来を、和太鼓と篠
笛、モンゴル舞踊で描き出す。
9／22（日）15:30 ●￥一般3,500円、
高中2,500円、小学生・障がい者2,000円
●問こうべ輪太鼓センター ☎685-3535

10

 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

米軍（アメリカ）が最も恐れた男
カメジロー 不屈の生涯
9／7（土）～ ●￥一般1,700円、
シニア1,100円、学生1,000円

11

 神戸国際松竹
中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11階 ☎230-3580

METライブビューイング アンコール2019
ニューヨーク、メトロポリタン歌劇場で上演され
た人気オペラを映画館で楽しめる。注目はワー
グナーの大作「ニーベルングの指環」4部作。
～9／26（木） ●￥一般3,100円、
学生2,100円※一部、料金異なる作品あり 13

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

30年後の同窓会
9／20（金）①11:00②14:00③19:00、
21（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

14

 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

E.T.／ジョーズ※2本立て
9／11（水）～18（水） ●￥一般1,200円、
大専・シニア1,000円、高中900円、小学生700円

12
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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11月5日の行事は9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】9月5日（木）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）。
※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。
※1112のプレゼントは、9月6日（金）以降の発送となります。
※11は一部、利用できない作品があります。
※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）。

ART MUSEUM
❶千住博展（神戸ゆかりの美術館、神戸ファッション美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❷ルート・ブリュック展（伊丹市立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸絵画の“まなざし”を感じて（神戸市立小磯記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹2019イタリア・ボローニャ国際絵本原画展（西宮市大谷記念美術館）・・ペア5組
MUSIC
❺内藤里美ソプラノリサイタル～詩声～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❻第54回舞コンサート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❼六甲オルゴールミュージアム入館券（六甲オルゴールミュージアム）・・・・・ペア5組
❽高田泰治 エラールを弾く！（神戸新聞松方ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
THEATER
❾「ロミオとジュリエット」全3幕（（一社）貞松・浜田バレエ団）・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
10太鼓衆団輪田鼓第22回公演（こうべ輪太鼓センター）・・・・・・・・・・・・・・・・・・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
13METライブビューイングアンコール2019（神戸国際松竹）・・・・・・・・・・・ペア5組
1430年後の同窓会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
裏表紙
15神戸市室内管弦楽団第148回定期演奏会（（公財）神戸市民文化振興財団演奏課）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT 国際色豊かな公演目白押し
100BANホールで楽しむジャズ

INFORMATION

レトロな雰囲気が漂う旧居留地
の高砂ビル。2階にある100
BANホールでは、ジャズ公演を
中心に音楽公演が数多く開催
されている。9月もニューヨーク
やブラジル等、国際色豊かな公
演が目白押し。特に注目は、現
代ジャズを代表するジャズピア
ニストの一人、アーロン・ゴール
ドバーグと、自身が信頼を寄せるベーシスト・ドラマーとの現代ジャズ最高
峰のトリオ。ピアノが紡ぎ出す美しい世界観が観客を魅了する。

■日時　9月15日（日）18:30開演
■料金　一般6,000（前売り5,000）円、学生4,000（3,000）円
■問い合わせ　100BANホール ☎331-1728 　 hall@100ban.jp

以前フルートを吹いていた方、趣味でフルート演奏を楽しんでいる方、大人
数で奏でる迫力を味わいませんか。本番までにプロの講師による練習も開
催しますので、演奏に自信がない人も安心です。

●開催日時／10月22日（火・祝）14:00～15:00
●場所／神戸ファッションマートアトリウムプラザ
●対象／演奏していた時期を問わず、フルートを演奏できる方
●参加費／1,000円
●指揮／神田寛明（NHK交響楽団首席フルート奏者・桐朋学園大学教授）
●ゲスト／高木綾子（第6回神戸国際フルートコンクール第3位）
●練習／練習日程の中から3回程度の参加をお願いします。
●申し込み・問い合わせ／10月7日（月）までに申込書を下記に送付※先着順
　㈱ニュースダスト フルート500人アンサンブル受付係
　☎857-0677 FAX857-8475 　flute@newsdust.com
　詳しい練習日程、申し込み方法は

フルート500人アンサンブル参加者募集

KOBE CITY CHAMBER ORCHESTRA

クローズアップ 100BANホール・マネージャー　李 祥太さんに聞く

Q1.100BANホールは
どんなホールですか。

Q2.どのような公演が行われて
いますか。

Q3.9月の公演情報を教えてください。

Q4.読者の皆さんに一言お願いします。

神戸市室内管弦楽団
    第 1 4 8 回  定 期演奏会

Bから出でてBへ、そして再びBへ
－音楽史の循環が新しい伝統を生む－

921㊏
14:00開演

ピアノの発展に大きく貢献しベートーヴェンの作品づくりへも影響を
与えたドゥシークと、バッハの作品を19世紀に再び復活させたメンデ
ルスゾーンの作品を演奏する。指揮はヨハネス・マイスル。ピアノ独奏
にアヴェディス・クユムジャン、ヴァイオリン独奏に長尾春花を迎える。

会場　神戸新聞松方ホール（中央区東川崎町1-5-7）
料金　一般4,000（3,500）円、25歳以下1,000円
問い合わせ　（公財）神戸市民文化振興財団演奏課☎361-7241

ヨハネス・マイスル

2013年12月にオープンした多目的
アートスペースです。客席がステージを
囲むレイアウトで、ミュージシャンと近い
距離で演奏を楽しめるのが売りです。

私自身がジャズミュージシャンということもあり、ジャズの公演が多いですが、特に
ジャンルは絞っていません。主催ではない公演も多数あります。また、私のニュー
ヨーク留学で得たつながりも生かし、ニューヨークのジャズの様々な一面を“切り
取って”紹介する、という意味を込めた「Slices of New York」というコンサートシ
リーズも立ち上げました。

9月はとても充実した1カ月になりそうです。「Slices of New York」からは、知名
度・実力ともにピカイチのピアニスト、アーロン・ゴールドバーグのコンサートを
9/15（日）に開催しますし、新たに立ち上げるブラジル音楽のシリーズ「Vento 
Brasileiro（ブラジルの風）」からは、巨匠トニーニョ・オルタのコンサートを9/20
（金）に開催します。
その他に、9/6（金）にはジャズピアニスト、アラン・ブロードベントのソロピアノコン
サート、9/21（土）にはピアニスト日吉直行さんが企画する即興演奏×ライブペイ
ンティングのイベント、9/22（日）には東京在住のサックス奏者、早坂紗知さん率
いるユニットBaila TReSのコンサートがそれぞれ開催されます。

私は100BANホールを、優れた音楽やアートを日常的に楽しんで頂けるような場所
にしていきたいと思っています。通常のコンサートの他、毎月第1、2、3水曜日には昼
休みのチャリティーコンサートも開催していますし、今後は週末のお昼に家族と一
緒に楽しめるようなコンサートを企画していきたいと思っています。ぜひ一度、のぞ
きに来てくださいね。

フルート500人 神戸 検索
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