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芸術の秋は、ユニークで個性的な展覧会がいく
つも開催される。アニメーション監督の仕事をど
う見せる？展覧会で体験入学とは？アーティスト
がキュレーターになると？美術館の挑戦ともいえ
る意欲的な内容をぜひその目で確かめて。

『機動戦士ガンダム』©創通・サンライズ

《紙による素材演習》
作者不詳　1997年（再制作）
ミサワホーム株式会社蔵

横尾忠則 《I'm Running Out of Time》
1994年頃-2003年 162.0×130.5cm 

油彩、アクリル・布
作家蔵（横尾忠則現代美術館寄託）



日本のみならず世界からも絶大な人気を誇る『機動戦士ガンダム』を手掛けたアニメーション監
督・富野由悠季の軌跡をたどる世界初の展覧会が兵庫県立美術館で始まる。作品の完成に至るまで
の“アニメーション監督の仕事”に美術館としてどのようにアプローチしたのか？企画した全国6
つの美術館の一つ、兵庫県立美術館学芸員の小林公さんにその舞台裏を聞いた。

アニメーション監督の仕事は簡潔にまとめ
ると“アニメーションの演出”、つまり作品の
世界観を作り上げることです。監督は自分の
イメージを登場人物やロボットのデザイン、
脚本、作画、声優らの力を借りて具体化して
いきます。完成した作品以外に“これが監督
の仕事”という明確な物があるわけではあり
ません。富野監督自身が「感覚的で観念的」
と語るアニメーションの演出という仕事を、
どのように美術館で展示するのかはとてつ
もない難題でした。

展覧会は全国6美術館の学芸員で企画しまし
た。“アニメーションの演出を展示する”という
難題を解決するため行ったのが、監督の作
品を1人ずつ割り振り、各自が担当する作品
の絵コンテやセル画、原画、設定資料、企画
書、準備稿等の膨大な資料を読み込むことで
した。この結果、「キャラクターデザイン」「ロ
ボットデザイン」「人物描写」「作品ジャンル」
等、学芸員ごとの様々な切り口で富野監督の
仕事に迫ることができ、それらを6部に分け
て紹介することにしました。

6館の担当学芸員が総力を挙げ、戦後の
日本文化を代表するアニメーション監督
の一人、富野監督の仕事を多角的に分析
しました。作品の世界観を作り上げるた
めの膨大な下準備、子ども向けのアニメ
作品の中に盛り込まれた大人をも虜にする
人間ドラマ等から、『ガンダム』シリーズ

を見たことがない人にも
富野監督の作品の魅力
を感じてもらえるのでは
ないかと思っています。

学芸員 小林公さん

監督の手描き資料
富野監督の貴重な手描きのポス
ターラフや絵コンテ等も展示され
る。具体的な描き込みが多く、「自
身のイメージする作品観を正確に
伝えたい」という思いが反映され
ているのではと小林さん。

宇宙へのあこがれ
少年時代から宇宙への強い関心を抱いていた富
野監督。想像力の原点ともいえる、幼少期に描か
れた宇宙に関する様々な絵も展示される。

最新作の展示も
作品ごとの世界観を表現するため、様々なイ
ラストレーターやメカニックデザイナーと制
作を行っている様子も分かる。最新作『ガン
ダム Gのレコンギスタ』に関する資料も展示。

富野由悠季

1941年神奈川県生まれ。『機動戦士ガンダム』
（1979年）『ガンダム Gのレコンギスタ』(2014
年）等の『ガンダム』シリーズや、『伝説巨神イデオ
ン』（1980年）等数多くのオリジナルアニメーショ
ンの総監督を務めた、日本を代表するアニメー
ション監督の一人。「虫プロダクション」に入社後、
『鉄腕アトム』演出でキャリアをスタート。小説、主
題歌の作詞等、マルチな才能を発揮する。

富野由悠季の世界

日 10月12日（土）～12月22日（日）
所 兵庫県立美術館（中央区脇浜海岸通1-1-1） 
￥ 一般1,400円、大学生1,000円、高校生以下無料
問 同館☎262-0901

富野由悠季　劇場版『The IDEON（伝説巨神イデオン）接触篇／発動篇』
ポスターラフ　1982年　©サンライズ

富野由悠季　宇宙船
1954年　©オフィス ア

『ガンダム Gのレコンギスタ』
©創通・サンライズ
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西宮市大谷記念美術館で開催する「きたれ、バウハウス 造形教育の基礎 開校100
年」は、1919年にドイツ・ヴァイマールに設立された造形芸術学校「バウハウス」の
基礎教育にスポットを当てた展覧会。アートやデザインに影響を与え続ける革新的
なその造形教育の中身を、授業内容の展示や実際の課題を体験しながら知ること
ができる。入学したつもりでわくわくする時間を過ごそう。

現役のアーティスト自ら展覧会の企画を決め、出品作品を選ぶ珍しい試み
が横尾忠則現代美術館で開かれる「横尾忠則 自我自損」展だ。大胆な
スタイルの変化等、野心的な挑戦を重ねてきた横尾忠則ならではの展覧
会とは？同館学芸課長の山本淳夫さんに初の試みとなる今展の注目ポイ
ントを聞いた。

展覧会チケットで
頭の体操
加工法を「切る、折る、曲
げる」に限定し、紙とい
う材料の新たな可能性を
考えた実際の課題を展覧
会チケットに再現。実際
に生徒が考えた表紙写真
の作例のように組み立て
られるか挑戦しよう。

《カンディンスキーの授業》
撮影者不詳　制作年不詳
ミサワホーム株式会社蔵

新潟市美術館での
展示風景

新潟市美術館での展示風景

横尾忠則  《滝のインスタレーション》
1999-2019年 サイズ可変 ミクストメディア 作家蔵
熊本市現代美術館における展示風景（2005年）

横尾忠則  《遠来者》
1973年頃 41.0×53.2cm 油彩・布

作家蔵（横尾忠則現代美術館寄託）

1

横尾忠則らしいセレクション
この企画は、横尾さん自身が何年も前から望んでいたものです。周囲の予
想に反し、本人が選んだ作品は「存在を忘れていたもの」や「描きかけのま
まになっていたもの」等、横尾さんがおもしろいと感じた作品たち。予定調
和を好まず、結末が分からないものをおもしろいと感じる横尾さんらしい
内容だと思います。

1

自身の再発見
過去の未発表作品に、今回新たに加筆した3作品は注目です。加えられた
言葉や絵によって表現される世界を楽しんでください。また、今年に入っ
て制作され、これまでと異なる作風が大きな反響を呼んだ最新作も展示
します。横尾さん自身が自分を再発見した作品がそろっています。

2

とにかく楽しんで
今年83歳になる横尾さんは、今も波瀾万丈の冒険物語の主人公のように
自由奔放です。色のパワーはもちろん作品のおもしろさ等、存分に楽しん
でほしいです。

3

影の色は何色？
黒色だけだと思われが
ちな影の色。実際に手
に当たる光の色と影の
色を見ながらその関係
を考えよう。

2

3 様々な触覚を体験しよう
柔、堅、粗、乾、湿といった様々な触覚を
持つ素材を集めた触覚板を展示。授業で

は個人の感じ方
の違いについて
も学んだ。触っ
て確かめたり、
友達と感想を話
し合ったりして
みよう。

実際に課題を体験してもらう
と、私たちが常識として考えて
いたことと違う結果になること
があると思います。この展覧会
を、既成概念にとらわれず考え
の幅を広げるきっかけにしても
らえたらうれしいです。

学芸員 下村朝香さん

学芸員 山本淳夫さん

同館で初展示の
インスタレーション
1万枚以上の膨大な滝の
ポストカードを使ったイ
ンスタレーションを同館
で初展示する。鏡張りの
床の上に立つと、滝つぼ
に浮かんでいるかのよう
な迫力に圧倒される。

貴重な未公開作品も
未公開の貴重な過去の作品も展
示。描きかけの美女は金星人の肖
像とも。

横尾忠則 自我自損展

日 ～12月22日㊐
所 横尾忠則現代美術館（灘区原田通3-8-30） 
￥ 一般700円、大学生550円、70歳以上350円、高校生以下無料
問 同館☎855-5607

きたれ、バウハウス 
造形教育の基礎 開校100年

日 10月12日㊏～12月1日㊐
所 西宮市大谷記念美術館
　（西宮市中浜町4-38）
￥ 一般1,000円、大高600円、
 　中小400円
問 同館☎0798-33-0164

【主な関連イベント】
■講演会
「近代デザインはバウハウス　
から始まった」
日 11月4日（月・休）14:00
申 10月3日（木）9時から電話
    受付※先着 　¥  無料
■ワークショップ
「色で遊ぼう！～回転混色～」
日 11月24日（日）　
    ①10:30②14:00　¥  200円
申 往復はがきまたは 　で10月
　 15日（火）必着※抽選
※要入館料

展覧会チケット

建築家のヴァルター・グロピウスが設立し、1933年、ナチス
の弾圧を受け閉鎖した。「諸芸術を建築のもとに統合する」
という目標を掲げ、純粋な芸術と工業の要となる技術の融合
を目指した。旧来の芸術教育と異なるこの考えは、近代デザ
イン史に大きな影響を与えた。日本でも動向は注目され、今
展で日本人留学生4人の作品等も紹介される。

バウハウスでの
実際の授業の様子

※記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は 078 です。

バウハウスとは
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 デザイン・クリエイティブセンター
 神戸（KIITO）
中央区小野浜町1-4 ☎325-2235
□休月曜

LIFE IS CREATIVE展 2019
高齢社会における“ワクワクする”人生
のつくり方をテーマにした展覧会。台湾
の先進的な活動事例や同センターが取
り組むプロジェクトを紹介。台湾、日本か
らのゲストによるフォーラムも開催。
10／19（土）～27（日）  ●￥無料

 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
☎262-8058 □休会期中無休

古巻和芳展 降り積もる、言葉が見える
9／28（土）～10／9（水） ●￥無料

普段から色々なエンターテイメントの情報は見ていますが、
C情報から新しい情報を知ることが多いです。（垂水区 小林さん）

VOICE行きたい展覧会いっぱいで、大忙しの1カ月になりそうです。
情報ありがとうございます。（宝塚市 戸島さん）

VOICE

TRANS- ディレクター　林寿美さん
イエス･キリストの受難を辿る巡礼の旅を「十字架の道行き」と呼び
ますが、グレゴール･シュナイダーは、神戸のあちこちに12の奇妙な

空間を出現させ、私たちはそれらを一つずつ訪ね歩くことで、美術館での鑑賞と
は異なるアートの旅を体験します。部屋の中に部屋を作ることで知られるシュナ
イダーですが、ここまで大がかりな作品の発表は世界でも初めて。生と死、内と
外、現在と過去が不意に入れ替わる瞬間をお楽しみください。

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
 展示ギャラリー
長田区二葉町5-1-32 新長田合同庁舎1階
☎647-9200 □休会期中無休

今に生きる神戸の産業遺産写真展
9／28（土）～10／12（土） ●￥無料

 神戸ゆかりの美術館
 神戸ファッション美術館
東灘区向洋町中2-9-1 ☎858-1520（神戸ゆかりの美術館）
☎858-0050（神戸ファッション美術館） □休月曜

高野山金剛峯寺 襖絵完成記念
千住博展
～11／4（月・休）
●￥一般1,300円、大学生・65歳以上650円、
高校生以下無料※両館共通

ART［アート］

selection

神戸市兵庫区・長田区内

～11／10㊐
●所 デュオドーム、旧兵庫県立健康生活科学研究所、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 ●休 10／8・22以外の火曜
●￥ 〈全作品鑑賞券〉一般1,500円、大学生・65歳以上500円、高校生以下無料
　〈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
●問 神戸市イベント案内・申込センター ☎333-3372

対照的な2人の作家の作品を通し
て現代アートの魅力を発信する
「アート・プロジェクト KOBE 2019: 
TRANS- 」。中でも非現実的な体験
を促すインスタレーション作品を手が
けるグレゴール・シュナイダーは、街に
残る古い建物等を利用した12作品
を兵庫区・長田区内に展示する。見えないはずの世界、未知なるもの
への感情等、感覚を揺さぶる体験が待っている。

 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

木組－分解してみました－
木を組む技である「木組み」に焦点を当
て、その知恵と技を紹介。
10／12（土）～12／15（日）
●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料

2017年の港都KOBE芸術祭にも
参加した彫刻家・西野康造の神戸
初となる個展。彼はチタン、ステンレ
ス等の金属を主な素材に、複雑だが
軽やかで躍動感に満ちた彫刻を得
意とする。今回は新作「ただよう－宙
に」をお披露目する。

～10／12㊏ ●所 中央区元町通3-9-5 2階
●休 日曜・月曜休館 ●￥ 無料 ●問 ☎391-1666

ギャラリーヤマキファインアート

展示空間全面に広がる最新作

西野康造「ただよう一宙（そら）に」

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

創立80周年記念 第73回飛雲展
10／18（金）～20（日） ●￥無料

展覧会作品イメージ

 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
～11／10（日）
●￥一般200円、大学生100円、高校生以下無料

アート・プロジェクト KOBE 2019: TRANS- 
グレゴール・シュナイダー「美術館の終焉－12の道行き」

 神戸文学館
灘区王子町3-1-2 ☎882-2028
□休水曜

トアロード～お洒落で不思議な国際通り
多くの作家の作品の舞台になってきた
神戸を代表する坂道・トアロード。この坂
道を象徴するトアホテルが焼失する昭和
25年頃までの文学作品を通して「トアホ
テルがあったトアロード」を見つめる。
10／1（火）～12／24（火） ●￥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

大畑公成個展
様 な々色彩や形、質感を組み合わせ、瑞 し々
い生命力を表現する大畑公成の作品展。
10／3（木）～14（月・祝） ●￥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45回兵庫県綜合水彩画展
10／18（金）～23（水） ●￥無料

 兵庫県民アートギャラリー
中央区下山手通4-16-3兵庫県民会館2階
☎321-2131 □休会期中無休

第31回 全国手工芸コンクールinひょうご
全国から出品された手工芸品の展示。
10／10（木）～13（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4-7-34 ☎331-9955
□休水曜

日本画 藍の会展
10／3（木）～8（火） ●￥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

とんぼ玉展覧2019
ガラスの装飾玉であるとんぼ玉作家の
作品展。新時代の潮流を感じさせる今
注目の作家作品が集まる。
～2020年1／7（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

 伊丹市立博物館
伊丹市千僧1-1-1 ☎072-783-0582
□休月曜、月末日

収蔵品展第2期
～絵はがきや鳥瞰図に見る旅の魅力～
10／5（土）～11／24（日） ●￥無料

 兵庫県立歴史博物館
姫路市本町68 ☎079-288-9011
□休月曜

お城ができる前の姫路
10／5（土）～11／24（日）
●￥一般1,000円、大学生700円、
高校生以下無料

 白鹿記念酒造博物館（記念館）
西宮市鞍掛町8-21 ☎0798-333-0008
□休火曜、10／16（水）

名場面
逸話や物語の名場面を描いた絵画等を展示。
～11／25（月）
●￥一般500円、中小250円

グレゴール・シュナイダー《消えた現実》

4

けんぐきょう だいはつ

今日まで連綿と使用され続けてきた
古代文字・漢字。様々な書体を生
み、日本では仮名を派生させたその
多様な姿を、経典を中心とした同館
のコレクションを通して紹介する。注
目は国宝の経巻「賢愚経」「大般
涅槃経集解」。

文字を語る
白鶴コレクションにみる漢字造形の変遷

白鶴美術館本館

9／25㊌～12／8㊐※新館で「絨毯－描かれた図形と文字－」を同時開催
●所 東灘区住吉山手6-1-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般800円、大高・65歳以上500円、中小250円 ●問 ☎851-6001

国宝「賢愚経」甲巻　奈良時代

 明石市立文化博物館
明石市上ノ丸2-13-1 ☎918-5400
□休月曜

城と明石の400年－明石藩の世界Ⅶ－
明石藩400年の歴史を伝える古文書や
地図、甲冑、刀等を展示する。
～10／20（日） ●￥一般500円、
大高400円、中学生以下無料

市外の美術館・博物館情報

5

ねはんぎょうしゅうげ



MUSIC情報、毎月楽しみにしています！！
写真付きの案内で良いですネ。ワクワクします。（垂水区 林さん）

VOICE今回、初めて見させて頂き、楽しく、分かりやすく読ませて頂きました。
次回も探して読ませて頂きます！（尼崎市 多田さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
10／16（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
10／16（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館
10／12（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
10／20（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｡

クラシック・プラス vol.3 特別演奏会

鈴木優人指揮 神戸市室内管弦楽団
神戸ゆかりの音楽家たちと神戸市室内管弦楽団に
よる特別演奏会。国内外で活躍中の白井圭をヴァ
イオリンソロ・コンサートマスターに迎えてモーツァル
トのヴァイオリン協奏曲第5番「トルコ風」を演奏す
るほか、神戸出身の作曲家・一柳慧の世界初演作
品等を披露する。

神戸文化ホール 中ホール

10／5㊏14:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ SS席5,000円、S席4,000円、A席3,000円、B席2,000円、25歳以下1,000円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

鈴木優人
©Marco Borggreve

ブラジル音楽の才媛が来日

バジ・アサド 日本ツアー2019
クラシックギターの名手・アサド兄弟の
実妹、バジ・アサドが登場。ギター、歌、マ
ウスパーカッションを自在に操るパフォー
マンスは圧巻。全身からあふれ出すブラ
ジルのリズムと音楽を体感できる。

100BANホール

10／22㊋㊗16:00開演
●所 中央区江戸町100高砂ビル2階
●￥ 4,500（4,000）円、学生3,500（3,000）円※同日、有料でワークショップあり（先着）
●問 100BANホール ☎331-1728

バジ・アサド

神戸新聞松方ホール

10／11㊎19:00開演 ●所 中央区東川崎町1-5-7
●￥ 5,000円 ●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

ショパンが生きた時代のピアノによる演奏
プレイエルが奏でるリアル・ショパンの肖像
ショパンが生きた時代に使用されて
いたピアノを使い、ショパンの作品
の真の姿と魅力に迫る。第1回ショ
パン国際ピリオド楽器コンクール1
位のトマシュ・リッテルと2位の川口
成彦による初のジョイント公演。ショ
パンの多彩な名曲が、1846年製
のピアノの音色で繰り出される。

川口成彦
©Juan Jose Molero Ramos

トマシュ・リッテル
photo by NIFC

阿部早希子（ソプラノ）桒形亜樹子（オルガン）

パイプオルガンとソプラノの共演
お月見コンサート 音の光の海へ

神戸国際大学

10／19㊏14:00開演 ●所 東灘区向洋町中9-1-6
●￥ 無料※要予約（先着） ●問 神戸国際大学キリスト教センター ☎845-3103

神戸国際大学チャペルのパイプオ
ルガンコンサート。桒形亜樹子のオ
ルガン演奏、阿部早希子のソプラノ
で、クープラン、フレスコバルディ、モ
ンテヴェルディら17世紀の音楽家
の作品を演奏する。豊かで味わい
深い音楽の世界が広がる。

 世良美術館
東灘区御影2-5-21 ☎822-6456

胡琴来舞2019秋
王霄峰 二胡コンサート
10／26（土）14:00 ●￥3,500（3,000）円

 日本芸術会館
中央区港島中町7-4-1 ☎599-6392

COFFEE BREAK MUSIC vol.3
JAZZ BIG BAND CONCERT
10／27（日）14:20 ●￥1,000円

 神戸聖愛教会
中央区生田町1-1-27

LA CORDA10
オリジナル楽器によるバロック音楽の演奏。
10／20（日）15:45
●￥一般3,000円、学生1,000円
●問 ☎090-4285-3829（中村）

 神戸酒心館
東灘区御影塚町1-8-17 ☎841-1121

Tango Premium Live in Kobe
出演は白井圭（ヴァイオリン）、仁詩（バン
ドネオン）ほか。国内外で活躍する名手た
ちが酒蔵で競演し、タンゴの名曲を披露。
10／6（日）13：30 ●￥5,000（4,500）円
●問 Studio Syrup
　sake.tango1006@gmail.com

 神戸旧居留地
BEyond KOBE 旧居留地
雅楽、邦楽、茶道、華道、書道、日本舞踊、
クラシック、ジャズ等、和と洋の文化・芸術
のステージ発表と体験イベント。
9／28（土）・29（日）、10／5（土）・6（日） 
●￥無料
●問 　enquiry@Omotenashi-Kobe.com

 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

第12回定期演奏会
コレギウム夙川管弦楽団
ドヴォルザークの交響曲第9番ホ短調
「新世界より」ほかを演奏する。
10／28（月）14:00 ●￥無料
●問 同団 ☎090-7094-9718（阪田）

 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
～11／24（日） ●￥中学生以上1,030円、
4歳～小学生510円※入館料として。10月以降価格変更予定

 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

クラリネットリサイタル 竹内久力
10／18（金）19：00 ●￥2,000円
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会
☎321-2002
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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

学園都市交響楽団 第7回定期演奏会
曲目は、ブラームス作曲「交響曲第2番 
ニ長調」ほか。
10／6（日）13:30 ●￥無料
●問 　i.orchestra2013@gmail.com

第26回定期演奏会
神戸ウインドシンフォニカ
吹奏楽団による3部構成の演奏会。
10／19（土）18:00 ●￥無料
●問 同団 ☎090-5012-6520（寺﨑）

神戸職場人合唱団 かがり火
第42回定期演奏会
モーツァルト「レクイエム」等を演奏する。
10／27（日）14:00
●￥一般1,200円、大学生以下500円
●問 　contact@kobe-kagaribi.jp

6

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

混声合唱団ノイエ・カンマー・コール
第28回定期演奏会
フォーレ、メシアンらの宗教曲、混声合唱
曲「やさしい魚」、昭和から平成にかけて
のJポップス等、様 な々合唱曲を楽しめる。
10／6（日）14:00
●￥一般1,000円、大学生以下500円
●問 同団 ☎090-5167-1461（中濱）

7

 北区民センター すずらんホール
北区鈴蘭台西町1-26-1 ☎594-2711

第55回舞コンサート
神戸新人音楽賞コンクール受賞者の金
治久美子（ソプラノ）、岡本千佳（ピアノ）、
佐藤有希子（クラリネット）による公演。
11／3（日・祝）14:00 ●￥1,000円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

8

 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

横山幸雄ピアノ・リサイタル
ポーランド政府から「ショパン・パスポート」を
授与されたピアニスト、横山幸雄によるショ
パン作品のみのリサイタル。
10／10（木）19：00 ●￥4,000円

素晴らしき日本の歌
童謡・唱歌、昭和・平成のヒット曲を、清
水光彦（テノール）、太田尚見（ソプラノ）
の歌声と楽器の演奏で披露。
10／14（月・祝）15：00 ●￥ 3,500（3,000）円

5th Anniversary 3台のピアノによる
スーパーピアノフェスティバル2019
10／19（土）18:00 ●￥4,500（4,000）円

9

 100BANホール
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

Shota Lee Big Band tour 2019 
feat. Jonathan Powell 神戸公演
ニューヨークの凄腕トランぺッターを迎えて
贈るビッグバンドジャズライブ。
10／28（月）19:00
●￥一般4,000（3,500）円、学生3,000（2,500）円



神戸の文化情報が広く掲載されているので、
みかけたらゲットするようにしています。（明石市 中村さん）

VOICE多彩な情報の中からどこに行こうか迷うのが楽しいです。
（中央区 鎌田さん）

VOICE

神戸アートビレッジセンター

実際に上演された作品『Port- 見えない町の話をしよ
う-』の脚本を読み、演劇を体験するワークショップ。

THEATER［シアター］

selection

10／12㊏・19㊏・22㊋㊗15:00～ ●所 兵庫区新開地5-3-14
●￥ 一般1,500円、学生1,000円※日本語の読み書きができる中学生以上対象
●問 蛸の階 　 takonokai2020@gmail.com

アジアで発掘された映画作品等を上映

神戸発掘映画祭2019

CINEMA［シネマ］

selection

映画の「発掘」「アーカイブ」をテーマに、映画文
化の掘り起こしと共有を目指す映画祭。今年は
アジアで発掘され、イタリアで復元された上海の
恋愛映画『愛と義務』の活弁付上演や、奈良県の伝説のフィルムコレク
ターの謎に迫る特集等で構成する。

神戸映画資料館

10／19㊏、20㊐、25㊎～27㊐
●所 長田区腕塚町5-5-1-201 アスタくにづか1番館北棟2階
●￥ 一般1,200（1,000）円、学生700円
※1プログラムごと※『愛と義務』上映のみ●￥ 一般1,500（1,200）円、学生1,300円

●問 神戸映画資料館 ☎754-8039※水・木休館
※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｡

TRANS- ことばの向こうへ
台詞を読む／聴く・体験ワークショップ

デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）

室内混声合唱団「ザ・タロー・シンガーズ」とコンテンポラ
リーダンスカンパニー「アンサンブル・ゾネ」の共演。

プーランクの音楽を声とダンスで

Song of Innocence－ダンスと共に－

 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

ドリーミング村上春樹
10／25（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

©Hidefumi Yoshii

『愛と義務』

10／5㊏①13:00②16:30開演 ●所 中央区小野浜町1-4
●￥ 一般2,500円、学生1,000円、高校生以下500円
●問 タロー事務局 ☎0797-34-0128

 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

サタンタンゴ
人間の根源的な姿を描く、全編150カッ
ト・約7時間のタル・ベーラ監督作品。
9／28（土）～10／11（金）
●￥3,900円

 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

スーパー歌舞伎 ヤマトタケル
10／18（金）～24（木）
●￥一般3,100円、学生2,000円

 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

愛と青春の旅立ち／ゴッドファーザー※2本立て
10／1（火）～8（火）
●￥一般1,300円、シニア1,100円、
大学生900円、高中小800円（予定）

 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 暗黒街の顔役
10／26（土）16:00 ●￥無料

 神戸市産業振興センター ハーバーホール
中央区東川崎町1-8-4 ☎360-3200

イル・ヴォーロ with プラシド・ドミンゴ
魅惑のライブ～3大テノールに捧ぐ
10／4（金）①10:30②14:00
●￥2,800（2,300）円
●問兵庫県映画センター ☎331-6100
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 湊川神社神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

大蔵流狂言 志芸の会公演
衣鉢を継ぐ－伝承－
「右近左近」等、狂言3作品の上演。
10／26（土）14:00
●￥一般4,500（4,000）円、
学生2,000円、中小1,500円
●問志芸の会 ☎841-1645

11

 オルビスホール
東灘区向洋町中2-9-1神戸ファッション美術館5階

HAPPINESSコンサートVol.9
ジャンルを超えた様々な舞踊の公演。
10／13（日）15:00 ●￥2,500（2,000）円
※小学生以下無料（要整理券）

●問（一社）アイエーシープランニング ☎904-1806

12

主なプログラム
19日㊏  「ホームムービーの日in神戸」ほか
20日㊐  「ボーンデジタル映画の保存にむけて」ほか
25日㊎  神戸映画資料館最新発掘ほか
26日㊏  『愛と義務』※上映会場はArtTheater dB Kobe（長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館4階）
27日㊐  『泥だらけの純情』『裸足の青春』ほか　

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

僕の帰る場所
10／11（金）①11:00②14:00③19:00、
12（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

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

藤田佳代舞踊研究所モダンダンス公演
藤田佳代舞踊研究所第42回発表会
８回目となる東日本大震災追悼作品｢届
ける｣他、新作2作品を上演する。
10／12（土）17:00 ●￥無料
●問同研究所 ☎822-2066

青春落語道場 大倉亭 10月席
10／8（火）①11:00②15:00③19:00
●￥700（500）円
●問神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

大ホール

大ホールロビー

 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105
10／16（水）19:00 ●￥3,000（2,500）円
●問さかいひろこworks ☎06-6155-5561

 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14回笑びす寄席
10／5（土）14:00 ●￥1,700（1,500）円

 神戸ポートオアシス
中央区新港町5-2 ☎333-2822

神戸ワールドフェスティバル2019
約15カ国の文化を紹介し、交流するイ
ベント。各国の特色ある舞踊やダンス、
楽器演奏等を楽しめる。みなとのもり公
園との同時開催。
10／5（土）、6（日） ●￥入場無料
●問同実行委員会 ☎391-5533



神戸発信の情報がぎっしり詰まっていて何度も読み返して
楽しんでいます。（三木市 大森さん）VOICE

5才の孫が「バーバ。C情報！」と駅で見つけると言ってくれます。
毎月楽しみに見ています。（北区 大深さん）VOICE

神戸の秋のイベントに 出掛けよう

六甲ミーツ・アート 
　　　芸術散歩2019
六甲山の様々なスポットに設置された現代アート
を、秋の自然とともに楽しむ「六甲ミーツ・アート 
芸術散歩2019」。10回目を迎える今年は、過
去最高となる42組のアーティストの作品が鑑賞
できる。秋のアートと自然巡りに出発しよう！

元町商店街とその周囲のホールや街角でクラシックの演奏が行われる
毎年恒例のイベント。プロによる様々な楽器の演奏と、商店街のあちこ
ちで繰り広げられるオーケストラ、合奏、歌等の市民参加のストリートコ
ンサートの2本立て。もっとクラシックが身近になるはず。

懐かしい里山風景が広がる「あい
な里山公園」では、実りの秋に合
わせて収穫体験やイベントを開
催。3日間開かれる「あいな里山ま
つり」は、12日に北区の歴史講
演会や農村歌舞伎、13日には原
田伸郎さんの公開録音、餅まき、
ステージ発表、じゃんけん大会等、

14日には秋のミニ運動会と盛りだくさんの内容。秋の
1日を自然の中で伸び伸び過ごそう。

 日 ～11／24（日）
￥ 一般2,200円、4歳～小学生1,100円
 所 六甲オルゴールミュージアム、六甲高山植物園、
六甲山カンツリーハウス、自然体感展望台 六甲枝垂
れ、風の教会、六甲ガーデンテラス、六甲ケーブル、
天覧台、六甲有馬ロープウェー（六甲山頂駅）、記念
碑台（六甲山ビジターセンター）、TENRAN CAFE
 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

 日 10／12（土）～14（月・祝）9:30～17:00
所 あいな里山公園（北区山田町藍那字田代）
￥ 一般450円、65歳以上210円、中学生以下無料
 問 同公園☎591－8000

 日 9／28（土）～10／6（日）※ストリートコンサートは10／5・6
所 神戸元町商店街周辺
￥ ストリートコンサートは無料、その他は要確認
 問 同実行委員会事務局☎391-8448※平日9:00～17:00

過去最多アーティストが参加

あいな里山まつり

懐かしい風景でリフレッシュ

第22回 
神戸元町ミュージックウィーク

クラシックを
もっと身近に

神戸元町ミュージックウィーク

植松琢磨「world tree Ⅱ」

宇野亞喜良
「発句するアリス」 

※所在地はいずれも神戸市で市外局番は078です。

芸術の秋は、神戸のあちこちでアートなイベントが開催
される。街のにぎわいはもちろん、色付いた六甲山、収穫
を迎えた里山で、心豊かなひとときを過ごして。
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今年のポイントはココ！
◆イラストレーターの宇野亞喜良や現代美術家の榎忠、俳優の
浅野忠信ら42組の多彩なアーティストが参加
◆アート作品の展示・販売を行う「ROKKOアートマーケット
2019」を六甲オルゴールミュージアムで開催。アートを生活の
中に取り入れるきっかけにぴったり

毎年人気のライブ
ラジオ関西公開録音
「原田伸郎inオータムライブ」

あいな里山まつりの人気イ
ベントの一つが、タレントでミ
ュージシャンの原田伸郎によ
るトーク＆ミニライブ。ラジオ

関西の公開録音を兼ねており、テンポの良
い会話に観客から笑いが絶えない。生演奏
も楽しみ！

10／13
（日）

10/18（金）～11/6（水）
9：00～17：00（入園は30分前まで）

関連イベント
王侯貴族のバラガイド

会期中無休
10/26（土）は20：00まで開園

期間中の日曜日時

ローズコンサート
10/19（土）日時

ハロウィーンキャンドルナイト
10/26（土）日時

●休園日：木曜（祝日の場合は翌日、12/29～1/3※会期以降の臨時開園日はお問い合わせください●入園料：
大人400円、小中学生200円●駐車場：乗用車500円、二輪車100円（1回）●所在地：神戸市須磨区東須磨
1-1●ホームページhttps://www.kobe-park.or.jp/rikyu/

本誌をご持参の有料入園者（グループの場合も
有料入園者全員）に、茜離宮オリジナルクリア
ファイルをプレゼント！
有効期限 ： 令和元年11月6日（水）まで



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12月5日の行事は10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】❼は9月30日（月）必着。その他は10月7日（月）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）。
※14の招待券は「サタンタンゴ」鑑賞には使用できません。11月末まで有効の鑑賞券です。
※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富野由悠季の世界（兵庫県立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❷きたれ、バウハウス 造形教育の基礎 開校100年（西宮市大谷記念美術館）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸横尾忠則 自我自損展（横尾忠則現代美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
ART MUSEUM
❹文字を語る（白鶴美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺城と明石の400年（明石市立文化博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❻第42回定期演奏会（神戸職場人合唱団かがり火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❼第28回定期演奏会（混声合唱団ノイエ・カンマー・コール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❽第55回舞コンサート（（公財）神戸市民文化振興財団）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❾素晴らしき日本の歌（神戸新聞松方ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
10クラリネットリサイタル 竹内久力（（公財）兵庫県芸術文化協会）・・・・・・・・ペア5組
THEATER
11衣鉢を継ぐ－伝承－（志芸の会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
12HAPPINESSコンサートVol.9（（一社）アイエーシープランニング）・・・・・・・・・・ペア5組
CINEMA
13神戸発掘映画祭2019『愛と義務』（神戸映画資料館）・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
14「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
15僕の帰る場所（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
16六甲ミーツ・アート 芸術散歩2019・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT 演奏者も観客も一緒に楽しむ
第３８回神戸ジャズストリート

神戸を代表する秋のジャズイベント
「神戸ジャズストリート」がまもな
く開幕する。約200人のジャズプレ
イヤーたちが、普段は見られない貴
重な組み合わせで演奏を披露。演
奏者も観客も一緒にジャズを楽し
む至福のひとときを満喫しよう。

■日時／10月12日（土）・13日（日）12:00～17：00
■会場／神戸倶楽部、北野工房のまち、NHK神戸放送局、神戸女子大学教
　　　　育センター、Day by Day、ソネ、インドクラブ、神戸バプテスト教会、
　　　　ホテル北野プラザ六甲荘
■料金／1日券4,600（前売り4,100）円、両日券8,700（前売り7,700）円
　※前売り券は神戸文化ホールプレイガイド☎351-3349などで販売。
■当日券販売場所／本部（メディセオ駐車場）、ホテル北野プラザ六甲荘、神
　　　　　　　　　戸倶楽部、北野工房のまち、神戸女子大学教育セン
　　　　　　　　　ター、ソネ、東京そば正家本店前、ラインの館
■問い合わせ／同実行委員会☎080-3864-2011
　　　　　　  （公財）神戸市民文化振興財団☎351-3597
　　　　　　  プログラム（タイムテーブル）は

■Q1 今年のみどころ・海外招聘アーティスト
今年も盛りだくさんの内容です。フランスからは、オラ
ンダのジャズフェスティバルで神戸ジャズストリート賞
を受賞したトロンボーン奏者のバティスト・テッシャー
がやって来ます。古典ジャズからモダンジャズまで幅
広く演奏する彼と、日本人奏者との共演は見逃せま
せん。また、昨年出演のコルネット奏者、ティモ・ニズ
テロックが今年も登場しますのでお楽しみに。

■Q2 会場ごとの雰囲気も味わって
1日に9会場で40を超えるステージが繰り広げられます。会員制のため普段は自由に
入れない神戸倶楽部やインドクラブ、レトロな雰囲気の北野工房のまち等、会場ご
との雰囲気も味わってください。神戸バプテスト教会では今年、ニューオリンズジャ
ズに加え、フランス発祥のジャズ、ジプシージャズの演奏も。いろんな会場でいろん
な演奏を聞き比べて、「私の好きなジャズ」を見つけるのもいいかもしれません。

■Q3 伝説のプレイヤーが勢ぞろい
関西のジャズをけん引してきた鍋島直昶（ヴィブラフォン）、大塚善章（ピアノ）、
宮本直介（ベース）が、ギネス記録認定のゴールデンシニアトリオとしての演奏も
披露します。そして、今年卒寿を迎えた北村英治（クラリネット）と秋満義孝（ピア
ノ）のお二人のレジェンドも圧巻です。「ジャズってこんなに楽しいんだ」ということ
を実感してみてください。

「日輪の翼」 神戸公演
フルート500人アンサンブル

神戸市兵庫区・長田区を舞台に2人の作家の現代アートを楽しめ
るイベント「アート・プロジェクト KOBE 2019:TRANS- 」。世界で活
躍する兵庫区出身の現代美術家・やなぎみわは、神戸最古の港・
兵庫港で神戸ならではのエッセンスをふんだんに盛り込んだ野
外劇「日輪の翼」を上演する。海上の客席、夕闇の迫る会場－日
常を離れた幻想的な世界に浸ろう。

公募で集まったフルートの演奏経験のある500人が大人数の
アンサンブルを披露する演奏会。フルートのみで奏でられる美
しく迫力ある演奏を聴くことができる貴重な機会。第6回神戸
国際フルートコンクール第3位の高木綾子もゲストで出演する。

●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
●前売チケット販売／神戸文化ホールプレイガイド☎351-3349ほか
●問い合わせ／神戸市イベント案内・申込センター☎333-3372

●会場／神戸ファッションマートアトリウムプラザ
●料金／無料
●曲目／アイネクライネナハトムジーク、ラデツキー行進曲、
　　　　You Raise Me Up、トゥモロー（ミュージカル「アニー」）
●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）
●問い合わせ／（公財）神戸市民文化振興財団☎351-3597

神戸ジャズストリート 検索

TRANS- 検索

神戸ジャズストリートもっと詳しく 実行委員長の川崎啓一さんが解説

KOBEミュージックポート～秋の音楽祭～

10／22（火・祝）14:00～15：00

日  10月11日（金）19:00～21:30
所  ザ マーカススクエア神戸（神戸ハーバーランド ホテルクラウンパレス神戸内）
￥  16,100円（神戸ジャズストリート1日券付）、19,700円（神戸ジャズストリート両日券付）
問  ザ マーカススクエア神戸☎381-5036

出演者と一緒に食事と生演奏を楽しむ前夜祭 ※予約制

アート・プロジェクト KOBE 2019:TRANS-

兵庫港・中央卸売市場での
やなぎみわ舞台車「花鳥虹」

←詳しくはこちら

消費税率の改定により、10月から公演料金等が変更になる場合があります。
事前にご確認ください。

ゲスト：高木綾子

バティスト・テッシャー




