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1982年の開館後、初のリニューアルに伴い
休館していた神戸市立博物館が、11月2日
に展覧会の開催とともに再開する。外観を
含めたレトロな雰囲気は残しながら、豊富
な展示内容を無料で鑑賞できる1階フロア、
国内有数の同館のコレクションを常時展示
する2階フロアなど、注目のスポットが続々
と誕生。新しく生まれ変わった神戸市立博物
館へ出掛けよう！
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NEW

特別展示室
年間複数回行われる特別展・企画展は
2階、3階部分を利用して開催される。

1F

2F

リニューアルのポイント

入

口

入場無料

神戸の歴史を
      充実の内

容で

人気コレクシ
ョンが

            常
時展示へ

受付
チケットブース、総合イン
フォメーションを兼ねた
受付が正面に。

情報コーナー
同館のコレクションをはじ
め、市内の史跡や関連施設
等を検索できる。

神戸の歴史展示室
今まで1・2階に分かれていた常設展示
室が1階にまとまり、無料で鑑賞できる
ように。兵庫津周辺の人々の暮らしを
再現した模型や、かつての旧居留地の
様子を映す映像等から、神戸の歴史と
文化に気軽に触れることができる。

コレクション展示室
今回のリニューアルの目玉の一つ。
神戸に関する考古・歴史資料、南
蛮紅毛美術やガラス工芸を含む
美術資料、古地図資料の3分野を
柱とする同館のコレクションを紹
介する展示室。約7万点の資料か
ら、年数回テーマに合わせて作品
が展示される。

桜ヶ丘銅鐸・銅戈群

1964年に神戸市灘区桜ケ丘
で発見された

鐘形と武器形の青銅器。同
館所蔵品の中

で唯一の国宝も、常時鑑賞で
きる。

発見されたたたたれたたれれささ見ささ見発発

聖フランシスコ・ザビエル像
教科書に掲載され、知名度の高
い絵画。来館者からの要望に応
え、常時展示が実現した。
※オリジナル作品は年間2カ月以内

ミュージアムショップ・
カフェ
同館が建設された1935（昭
和10）年の雰囲気を生かし
た、レトロモダンな空間に。
これまで常設展示していた
神戸・諏訪山にあった異人
館「旧トムセン邸」のインテ
リアや飾り等のパーツを活
用した特別室も。

重要文化財聖フランシスコ・ザビエル像
江戸時代 17世紀前期

神戸市立博物館

国宝 桜ヶ岡銅鐸・銅戈群
 灘区桜ケ丘町出土　

弥生時代中期 紀元前2世
紀～1世紀

神戸市立博物館
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2つの有名作品が
常時、鑑賞できる
ように！
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日 11／2（土)～12／22（日）
所 神戸市立博物館（中央区京町24）
休 月曜 ※祝休日の場合は翌日
￥ 一般1,000円、大学生500円、高校生以下無料
問 ☎391-0035

同館の秘蔵コレクションを幅広く

神戸市立博物館 名品展

大輿地球儀
大量生産・販売を目指して安政2（1855）年に
製作された日本製地球儀。竹ひごで作られた
骨に、木版印刷された世界図が貼られ、傘の
原理を応用して膨らませる仕組み。

型吹き淡青色六角
蓋付ガラス四段重
透き通るような鮮やかなガラスの四
段重。収納箱には、霊元天皇からの下
賜品である旨の書付が残っている。

源平合戦図屏風
一の谷合戦図
『平家物語』で語られる源平合戦のエ
ピソードを俯瞰的に描いた作品。源
義経の坂落とし等、有名シーンが散
りばめられている。

名品が続
々登場！

型吹き淡青色六角蓋付ガラス四段重　
正徳4（1714）年箱書き
神戸市立博物館　通期

アートづくしの1日を 海岸線でアートイベントに出掛けよう
神戸市立博物館に最寄りの市営地下鉄海岸線「旧居留地・大丸前」駅も利用して、近隣で開催中のアートイベントに足を延ばしてみて！

世界的な現代美術家、グレゴール・シュナイダーによる12作品から、現
代アートを体感できる催し。一面が白色に塗られた部屋等、非現実的
な体験によって呼び起こされる未知なる感覚に出合える。

長田区・兵庫区の様々な人のつながりや場所を生かした芸術祭「下町芸
術祭2019」が開幕した。地域の日常に溶け込んだ“この場所”ならではの
新しいアートにたっぷり触れよう。

日　～11／10（日）　休  火曜
所　長田区・兵庫区内を中心にした10カ所
¥ 〈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

日  ～11／10（日）  所  長田区・兵庫区内各所
問  新長田アートコモンズ実行委員会 ☎647-7430

TRANS- KOBE 検索

下町芸術祭2019 検索

神戸市立博物館のコレクション

リニューアルした神戸市立博物館には、新しい注目スポットがたくさん。無料の常設展示や
情報コーナー等、企画展の時だけでなく気軽に足を運びたくなるラインアップ。リニューアル
に合わせてスタートする、同館のコレクションから厳選した151件の資料を展示する「神戸市
立博物館 名品展」の見どころと合わせて紹介する。

大輿地球儀　安政2（1855）年　
沼尻墨僊　神戸市立博物館　通期

源平合戦図屏風　一の谷合戦図　江戸時代　17世紀　狩野吉信　神戸市立博物館　通期

様々なイベントも開催
神戸市立博物館では、神戸の歴史や
所蔵資料にちなんだイベントを数多く
開催している。ぜひチェックを！

「未就学児と保護者のための鑑賞会」
休館日に、未就学児1人につき保護者2人
まで無料で「神戸市立博物館 名品展」を
鑑賞できる。
日 11／18（月）10:00～12:00
所 同館
申 11／1（金）消印有効で要事前申込

神戸と周辺地域の原始から
近代までの豊富な資料！

世界地図や日本地図等、南波・秋岡
コレクションを中心に所蔵！

日本のガラス研究の第一人者・
棚橋淳二氏の収集品を所蔵！

海外との交易に影響されて生まれた
エキゾチックな美術品の数 ！々

グレゴール・シュナイダー
《消えた現実》

アート・プロジェクトKOBE 2019: TRANS- 下町芸術祭 2019

作品展示　　　神戸・新長田にゆかりのアーティストの多彩な作品を展示
パフォーマンス　　町のそこかしこを舞台に踊りや音楽を展開
新作能上演　　“下町が直面しているものとは何か”をテーマにした能作品
下町寫眞　　　開催エリアの屋外に日常を切り取った写真作品を展示
つなぐカフェ　芸術祭に関わる人や地域住民、来場者の交流の場がオープン

主なプログラム
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 ギャラリー島田
中央区山本通2-4-24ラリンズゲート1階
☎262-8058 □休会期中無休

松谷武判による アーティストが招待する
堀尾貞治、神野立生、ダニエル 
ポントロー、松谷武判 四人展
10／26（土）～11／6（水） ●￥無料

 六甲山上11施設
六甲ミーツ・アート 芸術散歩2019
～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

特集記事は実体験したような気持ちで楽しく読んでおり、
引き続きこの調子で書いてください。（西宮市 松岡さん）

VOICE神戸の秋のイベント、素敵ですね。芸術の秋！健康増進もかねて、
芸術散歩にいろいろと出かけたいです。（北区 宮本さん）

VOICE

神戸女子大学古典芸能研究センター 非常勤研究員　川端咲子さん
源義経に由来する「判官贔屓」という言葉があります。幼少時代の
苦労、源平合戦での活躍、その後の悲劇的な最期という劇的な生

涯を送った義経は、古典文学の世界のアイドルでした。様々な物語が生まれ、
それをもとに能や浄瑠璃も作られました。展示では、義経の生涯に添うように、
資料を展示しました。牛若・義経が登場する作品がいかに多いか、それぞれの
作品での描かれ方を比較しながら「判官贔屓」を実感してみてください。

みどころ

※休館日は、祝休日や年末年始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

NAKED CRAFT PROJECT EXHIBITION
vol.3 SHIN‐NAGATA GLASS RESIDENCE 2019
11／7（木）～12（火） ●￥無料

 神戸大学附属図書館
 社会科学系図書館
灘区六甲台町2-1 ☎803-5313
□休祝日、12／28（土）～2020年1／4（土）

阪神・淡路大震災25年：あのときとこれから
～2020年2／4（火） ●￥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

神戸女子大学古典芸能研究センター

～11／21㊍
●所 中央区中山手通2-23-1 神戸女子大学教育センター2階
●休 土曜・日曜・祝休日 ●￥ 無料 ●問 ☎231-1061

源義経の生誕860年、没後830年に合
わせた企画。兵庫にもゆかりのスポットが
多い武将・源義経は、薄命の英雄として
様々な文学作品に取り上げられてきた。
中でも中世・近世の芸能の世界でどのよ
うな姿を見せているのかを、能や浄瑠璃の
本を中心に、絵画等も交えた約60点の資
料から明らかにする。

 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－
～12／15（日）
●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料

鎌倉時代以降、「唐物」と称されて
将軍家や大名等の武家に珍重され
た茶器や道具を展示する。千利休が
見立てた「籠花入」や松江藩主で江
戸時代後期を代表する茶人であっ
た松平不昧が作らせた「菊蒔絵大
棗」等約60点から、武家における茶
の湯を感じることができる。

10／26㊏～12／20㊎
●所 東灘区御影郡家2-12-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般700円、大高450円、中学生以下無料 ●問 ☎841-0652

香雪美術館

侍に愛された茶道具たち

武家と茶の湯

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

2019神戸新世紀秋季展公募
11／20（水）～24（日） ●￥無料

朝鮮　割高台茶碗　長束割高台
朝鮮時代16世紀

 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

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜

富野由悠季の世界
～12／22（日） ●￥一般1,400円､
大学生1,000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

横尾忠則 自我自損展
～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

みんなの偶像！牛若・義経
－芸能にみるその姿－

 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
～12／24（火） ●￥無料

 ギャラリーヤマキファインアート
中央区元町通3-9-5 ☎391-1666
□休日曜、月曜

林勇気展「やすみのひのしずかなじかん」
身近な風景や物を写した写真の断片を
つなぎ合わせ、再構成・映像化して作品
を制作する林勇気の作品展。
～11／29（金） ●￥無料

 ギャラリー北野坂
中央区山本通1-7-17 ☎222-5517
□休会期中無休

古代辻ヶ花染 工房展
11／5（火）～10（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
□休会期中無休

私だけの写真－24人のミニ個展－
11／14（木）～17（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

とんぼ玉展覧2019
～2020年1／7（火）
●￥一般400円、中小200円

 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

下村良之介 遊び礼讃
11／19（火）～ 2020年2／16（日）
●￥一般400円、65歳以上200円、
大学生以下無料

 白鶴美術館
東灘区住吉山手6-1-1 ☎851-6001
□休月曜

文字を語る
白鶴コレクションにみる漢字造形の変遷
～12／8（日） ●￥一般800円、
大高・65歳以上500円、中小250円

奈良絵本〔浄瑠璃御前物語〕断簡
（古典芸能研究センター志水文庫蔵）

なつめ

2日本・ポーランド国交樹立100周年を記念して

ショパン―200年の肖像
ピアノの詩人とも呼ばれ、今も世界中の
ピアニストを魅了し続ける作曲家フリデリ
ク・ショパン。生まれ故郷ポーランドの風
景画や日本に輸入された楽譜、生涯を終
えたパリでの人的交流が垣間見える資
料等、多角的に彼の音楽と生涯を紹介
する。日本初公開の自筆の楽譜や手紙、
肖像画も。

兵庫県立美術館 ギャラリー棟3階

～11／24㊐
●所 中央区脇浜海岸通1-1-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般1,400円、大高800円、中小600円
●問 ☎050-5542-8600（ハローダイヤル）

《自筆の手紙
ー パリのヴォイチェフ・グジマワ宛て
（エディンバラ、1848年10月3日）》
フリデリク・ショパン、1848年、インク、紙
Photo:The Fryderyk Chopin Institute

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

高橋秀＋藤田桜 素敵なふたり
作家、夫婦として高め合う画家・高橋秀
と貼り絵作家・藤田桜の姿を追う。
11／2（土）～12／22 （日）
●￥一般800円、大高450円、中小150円

市外の美術館・博物館情報
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 兵庫県立考古博物館
加古郡播磨町大中1-1-1 ☎079-437-5589
□休月曜

埴輪の世界－埴輪から古墳を読みとく－
国の重要文化財に指定された但馬地
域最大の池田古墳から出土した埴輪を
中心に、古墳の変遷や役割等を考える。
～12／1（日）
●￥一般500円、大学生400円、
高校生以下無料

5
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大ホール

 葺合文化センター
中央区旗塚通4-4-1 ☎242-0414

ワインと秋の夜長のJAZZ LIVE
11／9（土）17:30 ●￥3,500（3,000）円

情報量多いです。自分の好きなジャンルのみチェックで、
もったいない気分です。（西宮市 橋本さん）

VOICE神戸に生まれ育った者としては、
故郷にこんな素敵な情報誌があることを誇りに思います。（大阪市 西谷さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
11／20（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
11／27（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館
11／9（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
11／17（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｡

生誕250年ベートーヴェン・チクルス

ベートーヴェンの森 前夜祭
2020年にベートーヴェン生誕250年を迎えることを
記念した、神戸市室内管弦楽団のシリーズ企画。
前夜祭は秋山和慶を指揮に迎え、ピアノ協奏曲第
2番変ロ長調作品19や「第九」と並びベートーヴェ
ンの最晩年の作品である「ミサ・ソレムニス」ニ長調
作品123を神戸市混声合唱団とともに披露する。

神戸文化ホール 大ホール

11／16㊏16:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ S席4,000円、A席3,000円、25歳以下1,000円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

秋山和慶

「神戸市民のオーケストラ」を掲げ40年

第79回定期演奏会
1979年に発足した「神戸フィルハーモニッ
ク」の創立40周年記念シリーズ第2弾。「未
来に向かって」をテーマに、若手音楽家を招
いて送る。ドヴォルザークの交響曲第8番の
ほか、ピアノ独奏に原由莉子を迎え、朝比
奈千足の指揮でショパンのピアノ協奏曲第1番ホ短調作品11を演奏。

神戸文化ホール 大ホール

11／30㊏14:00開演
●所 中央区楠町4-2-2 ●￥ 一般3,000（2,500）円、学生1,000円
●問 神戸コンサート協会 ☎805-6351

神戸フィルハーモニック

ヘーデンボルク トリオ
©Katsuhiro ICHIKAWA

国際的に活躍する3兄弟のピアノトリオ
ウィーンの情熱 プレコンサート

神戸新聞松方ホール

11／29㊎19:00開演 ●所 中央区東川崎町1-5-7
●￥ 一般3,500（3,000）円、22歳以下1,000円、ペア券5,000円※前売りのみ
●問 （公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

国際的に活躍するヘーデンボルク・和樹
（ヴァイオリン）、直樹（チェロ）、洋（ピアノ）
の3兄弟が、「ウィーンから日本の近現代へ」
をテーマに、息の合った密度の濃い演奏を
行う。曲目は、ベートーヴェンとブラームスの
ピアノ三重奏曲三重奏のほかに、黛敏郎
など近代日本人音楽家の作品を披露する。

 日本芸術会館
中央区港島中町7-4-1 ☎599-6392

泉 麻衣子ピアノコンサート
11／30（土）14:20
●￥一般1,200（1,000）円、小学生以下500円

 兵庫県立芸術文化センター
西宮市高松町2-22

関西マンドリン合奏団 第61回定期演奏会
11／22（金）14:00 ●￥3,000円
●問 同団 ☎511-1445

 三木山森林公園 音楽ホール
三木市福井字三木山2465-1 ☎0794-83-6100

秋の永田箏曲会演奏会
11／16（土）13:30 ●￥無料
●問 永田箏曲会 ☎991-3775

 神戸聖愛教会
中央区生田町1-1-27

ヴァイオリンとリコーダーによる
バロック音楽
11／17（日）15:30
●￥一般3,500（3,000）円、学生1,500円
●問 ☎080-5355-2283（伊左治）

 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）が出演。
11／3（日・祝）14:00 ●￥1,000円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団
☎351-3597

 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

ポーランドの歌姫 アンナ・マリア・ヨペック
11／1（金）19：00 ●￥4,000円

歌子さんの歌ものがたり
ラブ・ユー・フォーエバー
11／4（月・休）15：00
●￥4歳以上2,500円、親子ペア券4,500円

 100BANホール・スタジオ
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

100BAN文化祭2019
高砂ビル内の練習スタジオ「100BAN
スタジオ」利用者の大発表会。各種ダン
スや音楽、武道にバトン、劇の発表も。
11／10（日）12:00～18:00 ●￥入場無料 

神戸聖ミカエル教会

11／10㊐14:00開演 ●所 中央区下山手通5-11-1 ●￥ 無料
●問 日本聖公会神戸教区パイプオルガンコンサート実行委員会
　☎351-5469

パイプオルガンの音色を様々な作品で
パイプオルガンミニコンサート
同教会に2013年に設置されたパイ
プオルガンのコンサート。1022本のパ
イプを持つ英国製オルガンで、温かく
丸みのある音色と柔らかく包み込むよ
うな響きが特徴。メンデルスゾーンの
「ソナタ第4番」等を、同教会のオルガ
ニスト・伊藤純子が演奏する。 伊藤純子

 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

神戸クラリネットクワイヤー
第16回定期演奏会
11／23（土・祝）14:00 ●￥無料
●問 　ensemble.kcc@gmail.com

芸術劇場

プロコフィエフホール

 神戸芸術センター
中央区熊内橋通7-1-13 ☎241-7477

神戸市役所センター合唱団定期演奏会
6人の作曲家によるアレンジ曲集「みんな
のうた」を演奏。ゲストに池辺晋一郎ほか。
11／10（日）14:00 ●￥一般3,300（3,000）円、
大高2,300（2,000）円、
中小・障がい者1,800（1,500）円
●問 同団 ☎672-1015

小さな歌の会～岡山潔先生を偲ぶ集い～
神戸市室内管弦楽団の音楽監督を務
め、昨年逝去した岡山潔を慕う音楽仲
間らが開く追悼の演奏会。
11／10（日）14:00 ●￥3,000円
●問 　concert@moriokasatoshi.com

7

6

 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

平本直規 ピアノリサイタル
11／22（金）19：00 ●￥2,000円
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会 ☎321-2002

10

8

11

市外の音楽情報

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

アウリ 進化するラトビア伝承音楽
～蘇るバグパイプとタイコ～
ラトビアの伝統音楽グループの公演。
11／10（日）15:00
●￥一般5,000（4,500）円、
学生4,000（3,500）円

12

9

大ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

第106回神戸市吹奏楽祭
神戸市内の中学・高校の吹奏楽部や大
学・一般市民の楽団が演奏する。
11／3（日・祝）10:30 ●￥無料
●問 （公財）神戸市民文化振興財団
☎351-3597

和太鼓松村組
神戸公演20周年記念コンサート 「月華」
11／9（土）16:00 ●￥S席5,500（5,000）円、
A席4,500（4,000）円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

第27回神戸音楽家協会会員による
神戸からのしらべ
11／24（日）14:00 ●￥2,500円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

創立30周年
グループアルゴ マンドリンコンサート
11／3（日・祝）13:30 ●￥無料
●問 同団 ☎453-7150（櫻井）

中ホール

げっか



小さな映画館の情報などは意識しないと手に入れることができないので、
とても助かります。（長田区 栗本さん）

VOICE各種イベントがきれいに整理され分かりやすい。
小生、外出時の良きガイダンスになっている。（垂水区 桐山さん）

VOICE

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

寓話的な物語と、軽妙で詩情のあるセリ
フ、音に集中させる演出に秀でた劇団「コ
トリ会議」が最新作を上演する。OMS戯
曲賞佳作を受賞した『あ、カッコンの竹』
にあるSF的な要素を抑え、人と人の関係
性を戯曲の中に深く描き込んだ作品。

THEATER［シアター］

selection

サイレント映画×弁士の語り×ピアノの生演奏

活弁ライブ『何が彼女をそうさせたか』

CINEMA［シネマ］

selection

昨年、同館でスタートしたサイレント映画を大森く
みこの語り、天宮遥のピアノで上映する企画。作
品は、金子文子の手記『何が私をこうさせたか』
を元にした鈴木重吉監督の『何が彼女をそうさ
せたか』。1930年の公開当時大ヒットしたがフィ
ルムが消失、1982年にロシアで発見され復元された映像が上映される。

OSシネマズ 神戸ハーバーランド

11／10㊐13:00～
●所 中央区東川崎町1-7-2 神戸ハーバーランドumie サウスモール5階
●￥ 一般1,900円、大学生1,500円、高中・3歳以上・障がい者1,000円
●問 オーエス・シネブラザーズ㈱ ☎291-5366

※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｡

KAVC FLAG COMPANY 2019-2020

コトリ会議「セミの空の空」

 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

トスカーナの幸せレシピ
元三ツ星シェフと、才能を秘めたアスペ
ルガー症候群の若者の交流を描く。
11／1（金）～ ●￥一般1,800円、大専1,500円、
シニア1,200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

フレデリック・ワイズマンのすべてin関西
ワイズマン監督の「メイン州ベルファス
ト」①、「肉」②「州議会」③を上映。
11／2（土）～4（月・休）①、23（土・祝）・
24（日）②③
●￥2,000円①③、1,500円②

©Marty Sohl／Metropolitan Opera

『あ、カッコンの竹』
撮影：山口真由子

11／15㊎～18㊊ ●所 兵庫区新開地5-3-14
●￥ 一般3,000（2,700）円、22歳以下2,000円、高校生以下1,000円
●問 神戸アートビレッジセンター ☎512-5500

 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『キートンの大学生』
11／23（土・祝）16:00 ●￥無料

 湊川神社神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

第18回 楠公さんde神能殿寄席
女流噺家が登場する。
11／24（日） ●￥2,800（2,500）円

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

オーケストラ！
寄せ集めの楽団で再びパリの大舞台に
立つ元天才指揮者の物語。
11／27（水）①10:30②14:00 ●￥1,000円
●問神戸文化ホールプレイガイド
☎351-3349

中ホール

 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

藤田佳代舞踊研究所モダンダンス公演
菊本千永モダンダンスステージⅤ
11／9（土）17:30 ●￥3,500（3,000）円
●問同研究所 ☎822-2066

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

第二回新開地カブキモノ大興行
演出家と公募で集まった市民が、新開
地の街中でパフォーマンス作品を発表。
11／2（土）13:30 ●￥無料  伊丹市立演劇ホール

伊丹市伊丹2-4-1 ☎072-782-2000

突劇金魚
『墓場のオサムと機嫌のいい幽霊』
関西を拠点にする劇団の新作公演。
11／8（金）～10（日） ●￥3,800（3,500）円

METライブビューイング2019-20

トゥーランドット
ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場（MET＝メ
ト）で上演される最新オペラを上映。第1弾は
豪華絢爛な舞台もみどころのプッチーニのオ
ペラ「トゥーランドット」。

神戸国際松竹

11／15㊎～21㊍ ●所 中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11階
●￥ 一般3,700円、学生2,500円 ●問 ☎230-3580

 兵庫県立芸術文化センター
西宮市高松町2-22 

ひょうご洋舞フェスティバル
兵庫県内のクラシックバレエ、モダンダン
スのダンサーらが合同で3作品を上演。
11／4（月・休）18:00
●￥指定席5,000（4,500）円、
自由席4,500（4,000）円
●問兵庫県洋舞家協会 ☎362-7086

KOBELCO大ホール

市外の演劇情報
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 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

アートのお値段
アート市場の舞台裏を追ったドキュメンタリー。
～11／1（金） ●￥一般1,700円、
シニア1,100円、学生1,000円

14

 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

マイ・ブックショップ／たちあがる女※2本立て
10／31（木）～11／8（金）
●￥一般1,300円、シニア1,100円、
大学生900円、高中小800円

15

 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

アルツハイマ－と僕
～グレン・キャンベル 音楽の奇跡～
音楽とユーモアを処方箋にアルツハイ
マー病に立ち向かったカントリーミュージ
シャンの姿を追う。
11／9（土）～22（金） ●￥一般1,700円、
学生1,400円、高中小1,000円、シニア1,100円

12か月の未来図
パリ郊外の学校を舞台に、現在のフラン
スが抱える教育問題を描く。
11／21（木）・22（金）①11:00②14:00③19:00
●￥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シアター

KAVCホール 16



とても細かく情報を掲載して下さり、自分自身、芸術にふれる機会が増えたこと、
とても嬉しく思っております。（西区 堀川さん）VOICE

VOICEもシッカリ見ます。ホントそうよネェ～の気持ちで読んでます。
（長田区 丹山さん）VOICE
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作曲家と演奏家による組太鼓・新作公演 vol.1

「風の太鼓」
兵庫、東京、長野を拠点
に活動する和楽器演奏
家の女性が中心となって、
宮沢賢治の物語の世界
を和楽器で描き出す。人
間の世界から天の空間
に紛れ込んだ主人公の
体験を、組太鼓、笙、龍笛
等で表現。臨場感と感情豊かな和楽器の響きが、観客を宮沢賢治
の幻想的な世界に誘う。ほかに、組太鼓の作品等も演奏する。

 日 11月2日（土）17:30開演
所 新長田勤労市民センター別館・ピフレホール
￥ 3,000（前売り2,500）円、未就学児の膝上での鑑賞は無料
 問 郷音舎☎080-6166-5519

日本古来の楽器・琵琶、そしてそのもととなった中国の琵琶、さらに
琵琶の原形でペルシア発祥の楽器・ウードのそれぞれの音色を楽し
める演奏会。楽器の特徴の紹介や3つの楽器のアンサンブルも。
日本の伝統楽器として知られる琵琶を通し、その世界的な関わりを
実感できそう。

 日 11月4日（月・休）14:00開演
所 湊川神社神能殿
￥ 4,800（前売り3,800）円、高校生以下1,800円
 問 (一社)日本文化舎☎090-8218-0280

もっと知りたい
・今回の作品の中心となる組太鼓は、和太鼓を音の高さや種類
によって分けてオーケストラのように組み合わせた、いわば日
本版の打楽器アンサンブル。和太鼓アンサンブル、創作太鼓と
も呼ばれ、戦後日本を発祥に世界に広がった。
・笙は17本の竹の管に息を吹いたり吸ったりして音を鳴らす雅
楽の楽器。篠笛、能管、龍笛はいずれも横吹きの笛だが、篠笛
は主に民俗芸能、能管は能楽、龍笛は雅楽で使われ、それぞれ
特色ある音色を持つ。

ここに注目を ここに注目を

第 3回清明の会　

「琵琶」

もっと知りたい
・中東の楽器ウード、中国の琵琶、日本の琵琶は、古代ペルシ
アの楽器に原形をもつといわれる姉妹のような楽器。
・ウードは中が空洞の洋ナシ型の胴を持ち、響きのある音色が
特徴。楽器は水平に抱え、バチを打ち付けるように演奏する。
・「ピパ」と発音する中国の琵琶。両手を駆使した超絶技法が
現代の中国では演奏の主流で、今公演でも注目。
・種類豊富な日本の琵琶。今回は弾き語りの伴奏楽器として発
展してきた筑前琵琶が登場。繊細な響きが特徴。

組太鼓の創始者が作曲した強く、エネルギッシュな作品から、繊細で
表情豊かな作品、作曲家・高橋久美子さんと作り上げた緻密に組み
立てられた新作まで幅広く演奏します。作品ごとの和楽器の表情の
違いを聴き比べて頂けるのも見どころです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （郷音舎代表 足立七海さん）

日本の伝統文化を紹介する企画の第3弾は、時空を超えた音比べ。
正倉院にも所蔵される日本の琵琶、そのルーツとなる中国琵琶、琵
琶の原形・ウードの音の変遷を、ぜひ感じてください。それぞれの音
色や手技、歴史も楽しんでほしいです。
                                                   （（一社）日本文化舎代表 松本理恵さん）

Photo Toshiyuki Hiramatsu

あかる潤（篠笛・能管・龍笛） 中村華子（笙） 山本麻琴（太鼓）
Photo Toshiyuki Hiramatsu

常味裕司（ウード） 葉衛陽（中国琵琶） 川村旭芳（筑前琵琶）



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2020年1月5日の行事は11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】111213は10月30日（水）必着。その他は11月5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）。
※1415は12月末まで有効の鑑賞券です。プレゼントは11月6日（水）以降の発送となります。
※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神戸市立博物館 名品展（神戸市立博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
ART MUSEUM
❷ショパン－200年の肖像（ショパン展神戸実行委員会）・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸武家と茶の湯（香雪美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹高橋秀＋藤田桜 素敵なふたり（伊丹市立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺埴輪の世界（兵庫県立考古博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❻ベートーヴェンの森 前夜祭（（公財）神戸市民文化振興財団）・・・・・・・・・・・ペア5組
❼ウィーンの情熱 プレコンサート（（公財）神戸市民文化振興財団）・・・・・・・・・ペア5組
❽第79回定期演奏会（神戸フィルハーモニック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❾神戸からのしらべ（神戸音楽家協会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
10平本直規 ピアノリサイタル（（公財）兵庫県芸術文化協会）・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
11神戸市役所センター合唱団定期演奏会（同団）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
12アウリ 進化するラトビア伝承音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
CINEMA
13活弁ライブ『何が彼女をそうさせたか』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア1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
1612か月の未来図（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT 街いっぱいにあふれる音楽
11月の神戸をジャズめぐり

神戸の街のあちこちにジャズの音色があふれる恒例のイベントが今年も
開催される。お寺の境内や海を背景にジャズ演奏が行われる「兵庫津
ジャズライブ」、兵庫県立美術館と王子動物園を結ぶ「ミュージアムロー
ド」とその周辺が会場となる「1DAY JAZZ ROAD」。神戸に溶け込んだ
ジャズを思い思いに楽しもう。
1 兵庫津ジャズライブ
踊り念仏の一遍上人ゆかりの真
光寺や初代県庁発祥の地である
新川運河周辺等、兵庫津の名所
や旧跡で行うジャズ演奏。
■日時／11月2日（土）
■料金／無料

■問い合わせ／神戸県民センター県民交流室☎647-9086

2 1DAY JAZZ ROAD
芸術文化施設が集まる「ミュージ
アムロード」周辺が1日、ジャズ一
色でにぎわう。
■日時／11月9日（土）
■料金／無料

menu

アマチュアジャズバンドによる生演奏
《12:30～15:30／真光寺》
学生等、アマチュアバンドが多彩なステージを展開する。            
ジャズの名盤によるレコードコンサート
《15:00～16:00／イオンモール神戸南3階イオンホール》
ジャズの名盤ジャケットの展示と、ラジオ関西のパーソナリティの案内に
よるレコードの放送を行う。 
ジャズミュージシャンによる生演奏
《16:00～17:00／イオンモール神戸南1階キャナルガーデン》
兵庫津を背景にジャズミュージシャンが生演奏を披露する。 

menu

ジャズミュージシャンの生演奏
《11:00～15:00／JR灘駅北側広場、
 11:30～12:30／兵庫県立美術館
展示棟南側「Sun Sister なぎさ」横、
14:30～16:00／BBプラザ神戸》
イベントの目玉企画。「ミュージアムロード」上の3カ所で、様々なジャズ
ミュージシャンが演奏を行う。 
ジャズの名盤のレコードコンサート
《13:00～14:30／横尾忠則現代美術館》
落ち着いた美術館の中で、ジャズの名盤ジャケットの展示とレコードによ
るコンサートを行う。
協力店舗でのジャズのBGM
ミュージアムロード周辺の店舗のBGMが、1日限定でジャズに変わる。

様々なジャンルのコンサートを楽しめる音楽イベント「KOBE ミュージックポート」が
開催中。神戸出身のシンガーやジャズ奏者たちの生演奏をぜひチェックして！

■日時／11月2日（土）
           ①14:30～②17:00～
■出演者／
   広瀬未来（トランペット）
   柏谷淳（アルトサックス）
   中林薫平（ベース）

様々なコンサートを楽しめる

■日時／11月4日（月・休）
           ①14:30～
           ②16:30～
■出演者／BABY BABY

■日時／11月9日（土）
　　　　①14:30～②17:00～
■出演者／
　広瀬未来（トランペット）
　西口明宏（テナーサックス）
　時安吉弘（ベース）

■日時／11月10日（日）
　　　　①14:30～②17:00～
■出演者／
　広瀬未来（トランペット）
　平野翔子（ボーカル）
　金子友宜（ギター）坂崎拓也（ベース）

■日時／11月3日（日・祝）
           ①14:30～
           ②16:30～
■出演者／にこいち

無料

in 
デュオこうべ
デュオドーム

 ジャズライブ ジャズライブ ジャズライブ  神戸出身の男女音楽ユニット 神戸出身の男性2人組デュオ

デュオこうべ会場の
様子は動画で配信！

いずれも　■場所／デュオこうべデュオドーム　※JR神戸駅からエスカレーター（中央改札右折）降りてすぐ、神戸高速鉄道高速神戸駅直結
　　　　   ■問い合わせ／（公財）神戸市民文化振興財団☎351-3597


