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2020年に生誕250年を迎えるベー
トーヴェン。これを記念して、神戸市室
内管弦楽団が約1年をかけて交響曲
全曲演奏に挑む。ベートーヴェンが活
躍してきた当時の演奏技法を歴代の
音楽監督の下で醸成してきた、同楽
団ならではの演奏に期待が高まる。
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ベートーヴェン
YEARが
始まる

神戸市室内管弦楽団

神戸市室内管弦楽団が奏でる



ベートーヴェンの人生と交響曲
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン、
ドイツ・ボンで誕生
公開コンサートデビューを果たす
本格的な室内楽作品を初めて作曲
交響曲第1番を初演

交響曲第2番を初演
交響曲第3番『英雄』を初演
交響曲第4番を初演
交響曲第5番『運命』・
6番を初演
交響曲第7番を初演
交響曲第8番を初演
交響曲第9番を初演
死去（享年56歳）
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当時の音楽様式に精通した
“本物”の演奏

2000年から13年間、ベートーヴェンへの造詣が深いゲ
ルハルト・ボッセが同団の音楽監督を務めた。彼によっ
てベートーヴェンが生きた時代の演奏技法を習得した
団員が、ベートーヴェン作品の真の姿に迫る。

3 子どもたちや
障がいのある人にも

ドイツ・ボンでも音楽活動を行っていた岡山
潔音楽監督の尽力で、世界的に活躍する音
楽家を指揮者に招聘。併せて演奏するベー
トーヴェンの協奏曲にも国際色豊かなソリス
トが登場する。

華々しいデビューを飾った後、難聴となったベートーヴェン。その
絶望の淵から彼を甦らせたものが音楽です。この連続公演を通
して、彼の偉大なる『生き様』に触れていただきたいと思います。
私たち楽団は、全身全霊を捧げて彼の音楽を演奏いたします。
小・中学生の皆さんは、ぜひ「神戸のびのびシート」をご利用くだ
さい！楽団一同、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

団員が小・中学生を無料で招待する「神戸の
びのびシート」（定員あり）を利用すると、終
演後にヴァイオリン演奏体験ができる。ま
た、聴覚障がいがある人に、音圧によって演
奏を楽しめる装置を設置した席を用意。
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毎回異なる指揮者と
共演者

神戸公演スケジュール ※会場は第1回～5回は神戸文化ホール中ホール、第6回のみ同大ホール。

第1回公演の聴きどころ

ベートーヴェン作品の中でとりわ
け有名な交響曲第5番『運命』
をはじめ、傑作ぞろい！井上隆平さん  神戸市室内管弦楽団  インスペクター／副首席ヴァイオリン奏者
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神戸市室内管弦楽団の公演タイトルは生誕250年ベートーヴェン・チクルス「ベートー
ヴェンの森」。ベートーヴェン作品の奥深い世界を“森”に例える。
2021年1月までの連続公演（チクルス）で、魅力的な“森”に足を踏み入れよう！

神戸市室内管弦楽団による生誕 250 年 ベートーヴェン・チクルス

「ベートーヴェンの森」

演奏会の
注目ポイント

1／11（土）
15:00開演

・交響曲 第4番 変ロ長調 作品60
・ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73『皇帝』
・交響曲 第5番 ハ短調 作品67『運命』

・交響曲 第1番 ハ長調 作品21
・ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 作品37
・交響曲 第8番 ヘ長調 作品93

・交響曲 第2番 ニ長調 作品36
・ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲
  ハ長調 作品56
・交響曲 第6番 ヘ長調 作品68『田園』

・ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品61
・交響曲 第7番 イ長調 作品92

・ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58
・交響曲 第3番 変ホ長調 作品55『英雄』

・ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15
・交響曲 第9番 ニ短調（合唱付き）作品125

3／20（金・祝）
15:00開演

5／9（土）
15:00開演

7／4（土）
15:00開演

10／10（土）
15:00開演

2021年1／10（日）
15:00開演

日時 プログラム ゲスト

＜指揮＞ リューディガー・ボーン
＜ピアノ＞ エリソ・ヴィルサラーゼ

＜指揮＞ ジョナサン・コーエン
＜ピアノ＞ キム・ソヌク

＜指揮＞ 鈴木秀美
＜ヴァイオリン＞ ライナー・ホーネック

＜指揮＞ クリストフ・ポッペン
＜ピアノ＞ ヘルベルト・シュフ
＜ヴァイオリン＞ アリーナ・ポゴストキーナ
＜チェロ＞ 石坂団十郎

＜指揮＞ 石川星太郎
＜ピアノ＞ 小菅優
＜合唱＞ 神戸市混声合唱団

＜指揮＞ 下野竜也
＜ピアノ＞ シャイ・ウォスナー

第 1回

第 2回

第 3回

第 4回

第 5回

第 6回

 ¥    各公演S席4,000円、A席3,000円、25歳以下1,000円　第3回～6回までの4回通し券12,000円 ※1／4（土）～5／8（金）までの販売
問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課 ☎361-7241

耳の病に悩む、
2人の弟宛ての
遺書を書く　

1818年頃～
難聴が
ひどくなる
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「ベートーヴェンの森」前夜祭公演



 ¥    各公演S席4,000円、A席3,000円、25歳以下1,000円　第3回～6回までの4回通し券12,000円 ※1／4（土）～5／8（金）までの販売
問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課 ☎361-7241

 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

コレクション+シリーズNO.7「25年目の1.17」
表現を通して阪神・淡路大震災を越え、東
日本大震災へつながった作家たちを紹介。
1／8（水）～22（水） ●￥無料

 UCCコーヒー博物館
中央区港島中町6-6-2 ☎302-8880
□休月曜

モーニングツアー
コーヒーの歴史や生産国の様子等の紹
介を聞きながら巡る、館内ツアー。
1／6（月）10:30
●￥500円※要申込（先着）、別途要入館料

芸術の秋と言わず、C情報を読むと冬春夏もCultureに触れたくなります（笑）
（芦屋市 好村さん）

VOICEKOBE C情報は、休日を豊かにしてくれる最高のアイテムです。
（中央区 宮田さん）

VOICE

※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｡

 神戸大学附属図書館
 社会科学系図書館
灘区六甲台2-1 ☎803-5313
□休祝日、1／18（土）・19（日）

阪神・淡路大震災25年
あのときとこれから
被災地の図書館として収集してきた阪神・
淡路大震災に関する資料を展示。写真や
統計データから被害状況等を振り返るとと
もに、継承や防災の取り組みも紹介する。
～2／4（火） ●￥無料

 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 1／15（水）

これからも語りつごう！！
元気アップ長田2020
1／14（火）～18（土） ●￥無料

ART［アート］

selection

原田の森ギャラリー 東館2階展示室

1／7㊋～13㊊㊗
●所 灘区原田通3-8-30 ●￥ 無料 ●問 原田の森ギャラリー ☎801-1591

和装の高級帯として知られる絹織物「西陣織」
の職人たちが、その技術を駆使し、江戸時代中
期に京都で活躍した絵師・伊藤若冲の大作を
西陣織で表現した。作品は「釈迦三尊像」とそ
れを彩るための花鳥画「動植綵絵」30点。若
冲独特の色彩表現を、経糸と横糸の精緻な組
み合わせで織り上げた。会場にはルーペも用
意され、髪の毛の半分ほどの細さの絹糸で立
体的に表現された若冲の作品世界を、じっくり
と鑑賞できる。

米国航空宇宙局(NASA)の画像を中心に、
天体写真約125点を展示する。130億光
年以上の距離にある銀河をとらえたハッブル
宇宙望遠鏡の観測画像や、月から見た地球
の姿、4.5mのパノラマ写真で見る火星の砂
漠の風景等、アートのように美しい宇宙の姿
が広がる。

～2／2㊐
●所 明石市上ノ丸2-13-1 ●休 2019年12／29（日）～1／3（金）
●￥ 一般900円、大高700円、中学生以下無料 ●問 ☎918-5400

明石市立文化博物館

西陣織誕生550年記念 謹織作品

西陣美術織 若冲 動植綵絵展

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

大正・昭和 神戸まぼろしの公会堂
コンペ再現！展 ～貴重な設計原図を一堂に～
～3／8（日） ●￥一般800円、
大学生400円、高校生以下無料

 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

Gabarito KOBE
ゲストと一緒に神戸の街を歩き、俳句を
つくり、さらに句会で発表するイベント。
新年を迎えたばかりのポートアイランドの
景色を17音の言葉で切り取る。
1／12（日） ●￥1,000円
※要申込（先着順）、別途交通費

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜

塩売りのトランク
マルセル・デュシャンの「小さな美術館」
20世紀を代表するフランスの美術家、マ
ルセル・デュシャンの作品《トランクの中の
箱》の全体像を紹介する。彼自身が「持ち
運びできる小さな美術館」と形容した同作
品に収められた主要作品のミニチュア等、
構成要素約80点が展示される。
～3／1（日） ●￥一般500円､
大学生400円、高校生以下無料

 神戸文学館
灘区王子町3-1-2 ☎882-2028
□休水曜

ポエム＆アートコレクション2020　
1／16（木）～21（火） ●￥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15回 全国こども絵画選抜展2019
優秀作品展
1／9（木）～14（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 

ART MARBLE&PAPERWEIGHT 2020
1／11（土）～4／7（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
～2／16（日） ●￥一般400円、
65歳以上200円、大学生以下無料

西陣美術織 伊藤若冲「群鶏図」

「創造の柱」M16（わし星雲）
NASA, ESA, and the Hubble
Heritage Team (STScI/AURA)

138億光年 宇宙の旅
－驚異の美しさで迫る宇宙観測のフロンティア－

 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

アフタヌーンティーのよそほひ
英國紅茶物語
～1／19（日） ●￥一般1,000円、
大学生・65歳以上500円、高校生以下無料
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 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

大工さん展 近世の職人文化とその伝統
落語等に出てくる愉快な大工の姿に迫る。
江戸から明治・大正時代にかけて活躍した
職人に焦点を当て、資料を通して紹介。
1／11（土）～3／1（日）
●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料
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 柿衞文庫
伊丹市宮ノ前2-5-20 ☎072-782-0244
□休月曜

柿衞文庫　珠玉の名品
日本を代表する俳諧コレクションから、芭
蕉筆「ふる池や」句短冊をはじめとする
名品約130点を展示。
1／18（土）～3／1（日）
●￥一般700円、大高450円、中小350円
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 西宮市大谷記念美術館
西宮市中浜町4-38 ☎0798-33-0164
□休水曜

生誕130年記念 
山下摩起をめぐる画家たち
独自の解釈で日本画を制作し続けた西
宮の画家・山下摩起の所蔵作品14点と
デッサン等の新資料を中心に、関連する
画家たちの作品も紹介。
1／2（木）～2／11（火・祝）
●￥一般500円、大高300円、中小200円

市外の美術館・博物館情報
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西陣美術織 若冲・全国巡回展実行委員会 吉村 昌人さん
近年、着物を着る機会が減少し、西陣織も衰退の一途をたどってい
ます。その中でもう一度、西陣織の技術と魅力を知ってもらうため、

2017年の西陣織550年の節目に若冲の絵を西陣織の職人が精緻な技術で
再現しました。細かい糸が特色の西陣織、その中でもさらに細い糸で織り上げた
のが作品の見どころです。若冲独特の色彩豊かな表現を、12～15色の糸で立
体的に織り上げました。約3年をかけて完成した全33点をぜひご覧ください。

みどころ

1建築と社会の年代記
－竹中工務店 400年の歩み－

明治32（1899）年に神戸で創業し、
2020年に410周年を迎える竹中工
務店。現・神戸市立博物館や通天閣
等、前身の工匠時代から現在に至る
までに手掛けた建築の数 を々、人との
関わり方という視点から紹介する。建
築関係資料と歴史・美術資料を組み合わせ、時を超えて受け継がれて
きた建築の魅力を検証する。

神戸市立博物館

1／11㊏～3／1㊐※会期中の土・日・祝日に同館と竹中大工道具館を結ぶ無料バスが運行
●所 中央区京町24 ●休 月曜休館
●￥ 一般1,000円、大学生500円、高校生以下無料 ●問 ☎391-0035

横浜正金銀行神戸支店
［現・神戸市立博物館］

外観　神戸市立博物館蔵

 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

黄昏の絵画たち
近代絵画に描かれた夕日・夕景
～1／26（日） ●￥一般800円、
大学生400円、高校生以下無料
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さい



気になる音楽がいっぱいですね。
（西区 岩崎さん）

VOICEジャズを楽しめる名店の紹介があり、とてもうれしかった。
ぜひ聴きに出掛けたいと思います。（兵庫区 木村さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
1／15（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
1／15（水）12：20※2020年度の出演者を3／6
（金）締め切り（消印有効）で募集中。審査は3／22（日）。
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館 
1／11（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｡

ニューヨークの俊才トロンボニストが登場

Ryan Keberle ＆ 100BAN Big Band
ニューヨークで活躍するジャズミュージシャンを神
戸に迎えて送るコンサートの第8回。2020年の
初回を飾るのは、ニューヨークで引っ張りだこの
トロンボーン奏者、ライアン・ケバリー。彼が作曲
した曲の数 を々、関西で活躍するジャズミュージ
シャンたちによるビッグバンドが演奏する。

100BANホール

1／7㊋19:30開演
●所 中央区江戸町100高砂ビル2階
●￥ 一般4,000（3,500）円、学生2,500（2,000）円
●問 100BANホール ☎331-1728

ライアン・ケバリー

ウィーン・フィルの第一コンサートマスターが来日

フォルクハルト・シュトイデ ヴァイオリン・リサイタル
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の要と
なる、第一コンサートマスター、フォルクハル
ト・シュトイデ（ヴァイオリン）の公演。シュー
マンの「ヴァイオリンソナタ第2番ニ短調」
ほかを、ウィーンの名演奏家と共演を重ね
るピアニスト・三輪郁とともに披露する。

神戸新聞松方ホール

1／19㊐15:00開演
●所 中央区東川崎町1-5-7 ●￥ 4,000円※未就学児不可
●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

 日本芸術会館
中央区港島中町7-4-1 ☎599-6392

谷口博章 震災メモリアルピアノコンサート
1／19（日）14:20 
●￥一般1,200（1,000）円、小学生以下500円

 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

アンサンブル神戸 第20回特別演奏会
1／25（土）15:00 ●￥3,500（3,000）円、
学生1,500円※前売りのみ

 摩耶 文化・芸術の館（摩耶サロン）
灘区新在家南町4-2-18

伝統芸能コンサート 常磐津で遊ぶ
常磐津美佐希（浄瑠璃）、常磐津三都貴
（三味線）による「乗合船」の演奏と解説。
1／26（日）14:00
●￥一般2,500円、中学生以下1,500円
●問 ☎090-6825-9107（見掛）

 神戸国際会館こくさいホール
中央区御幸通8-1-6 ☎231-8162

神戸国際防災フェスティバル2020
実際のコンサート中に避難訓練を実施す
るイベント。コンサートには「花＊花」が登
場しヒット曲を披露する。
1／17（金）15:30 ●￥無料
※https://kih-app.jp/bousaiから要申込（抽選）

昨年の同コンサートの様子

鎮魂の思いを込めて
1.17祈りのコンサート2020

神戸文化ホール 中ホール

1／17㊎18:30開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 一般2,500（2,000）円、25歳以下1,000円※未就学児不可
●問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課 ☎361-7241

阪神・淡路大震災への鎮魂の思いを込め
て1996年から始まった、神戸室内管弦楽
団と神戸市混声合唱団の合同公演。バッ
ハ、モーツァルト、千原英喜らバロックから古
典派、日本人作曲家の作品まで、「祈り」「追悼」「絆」をテーマにした作
品を演奏する。指揮は松原千振。

8
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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

森本美帆 ピアノリサイタル
1／30（木）19：00 ●￥一般2,000円、
学生1,000円※未就学児不可
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会 ☎321-2002

11

芸術劇場

 神戸芸術センター
中央区熊内橋通7-1-13 ☎241-7477

神戸フィルハーモニック
2020 ニューイヤーコンサート
生誕250年を迎えるベートーヴェンを代表作の
演奏と解説で紹介する第1部、ヨーゼフ・シュト
ラウスの作品演奏からなる第2部で構成。
1／18（土）14:00 ●￥一般2,500（2,000）円、
大学生以下1,000円※未就学児不可

10

フォルクハルト・シュトイデ
©広島交響楽協会

 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

ミレニアムウインズ神戸
第9回定期演奏会
日本の民謡組曲から映画のテーマ曲ま
で、様々な作品を吹奏楽で演奏。
1／25（土）13:30 ●￥無料
●問 　attackmm@juno.ocn.ne.jp

 須磨区民センター
須磨区中島町1-2-3 ☎735-7641

2020ニューイヤーコンサートMarionette
日本におけるポルトガルギターのパイオ
ニア・湯淺隆と、マンドリン界をけん引す
る吉田剛士による演奏。
1／12（日）14:00 ●￥1,800（1,500）円

 西区民センター なでしこホール
西区糀台5-6-1 ☎991-8321

クラシックの午後vol.7
子どもから大人までを対象に、クラシック作
品を中心とした3種のコンサートを開催。
1／5（日）①11:00②13:15③15:30
●￥①一般1,000（700）円、
3歳～中学生800（500）円、3歳未満無料
②一般2,100（1,800）円、
中学生以下1,800（1,500）円、
③1,300（1,000）円※②③5歳未満不可
●問 ☎090-8198-6859（山下）

中ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

～新しい息吹と共に 令和にうたう～
マリンバ・パーカッション コンサート
マリンバ、パーカッションによるアンサン
ブルで、モーツァルトの「ディベルティメン
トⅠ」等を演奏する。
1／4（土）15:00 ●￥3,500円
●問 「PE-01」企画 FAX621-2926

レクイエム・プロジェクト神戸2020
神戸ルミナリエ会場にかかる音楽を手掛
ける作曲家・上田益が主宰するコンサー
ト。鎮魂の思いを込め、自身が作曲した作
品を声楽、オーケストラによって演奏する。
1／19（日）13:45
●￥一般2,300（1,800）円、高校生以下1,000円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

オペラを作ろう！小さな煙突掃除やさん
関西二期会と灘区民ホールの合同企
画で、ベンジャミン・ブリテン作曲のオペ
ラを上演。子どもたちが大勢出演する
楽しいオペラ作品。
1／11（土）16:00、12（日）14:00
●￥一般3,000円、高中小1,000円※未就学児不可

 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

神戸市室内管弦楽団 わがまちコンサートピフレ
ニューイヤーコンサート2020
1／5（日）14:00 ●￥一般2,500（2,000）円、
25歳以下1,000円※未就学児不可
●問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課
☎361-7241

第25回KOBE国際音楽コンクール本選会
6部門で若手音楽家が演奏の腕を競う。
1／11（土）10:30（金管楽器）
1／13（月・祝）13:00（声楽）
※そのほか神戸新聞松方ホール1／11（土）11:00（ピ
アノ）、神戸文化ホール中ホール1／12（日）9:20（木
管）1／13（月・祝）9:20（打楽器）
●￥無料
●問 佐藤音楽事務所 ☎241-0921

阪神・淡路大震災 25年
メモリアルコンサート＆大うたう会
1／15（水）18:30 
●￥一般1,300（1,000）円、
中小・障がい者800（500）円
●問 神戸市役所センター合唱団 ☎672-1015

2019年公演より

7

16～18世紀に主に教会で演奏されてい
たトロンボーンの原型「サクバット」を中心
にした演奏会。ツィアーニの「救い主のうる
わしき母」等、17世紀初期にウィーンで活
躍した音楽家の作品を、青木洋也（カウン
ターテナー）の声楽やリコーダー、ヴァイオ
リン、オルガンとともに奏でる。

日本基督教団 神戸聖愛教会

サクバットを中心に17世紀初期のウィーンの響きを

深淵なるバロックの響きvol.2

1／16㊍19:00開演 ●所 中央区生田町1-1-27
●￥ 一般3,000円、学生1,000円※当日券のみ
●問 オフィス・ブリュボワ ☎050-7518-0425

大ホール



CULTURE

 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

月イチ歌舞伎 廓文章 吉田屋
1／3（金）～23（木）
●￥一般2,100円、学生以下1,500円

 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

台湾、街かどの人形劇 
台湾の民間芸能・布袋戯。その人形遣
いで人間国宝の男性の思いを追う。
1／1（水・祝）～1／17（金）
●￥一般1,700円、シニア1,100円、
学生1,000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

パラサイト 半地下の家族 
全員失業中の家族と裕福な家族の出
会いが、想像を超える悲喜劇へと加速し
ていく…。韓国映画初のカンヌ国際映
画祭パルムドール受賞作。
1／10（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

やはりこういうパンフを見ると知らないことも多くて、
あれもこれも行きたいな…となりますね。（長田区 竹元さん）

VOICE毎月、楽しく読ませてもらっています！素敵なイベントが盛りだくさんで
読んでいて行ってみたいなぁと思っています。（西区 福田さん）

VOICE

神戸文化ホール 中ホール

神戸ゆかりの若手落語家によるロビー寄
席「大倉亭」の新春特別版。レギュラーメン
バーに加え、特別ゲストで桂小文枝が出演
する3部構成の豪華な内容。出演は桂三ノ
助、笑福亭智之介、桂そうば、桂咲之輔、笑福亭智六、林家愛染、桂
三語、桂あおば、林家染八、桂小きん。

THEATER［シアター］

selection

喜劇の黄金時代を再現

神戸クラシックコメディ映画祭2020

CINEMA［シネマ］

selection

「喜劇の黄金時代」に制作された国内外のコメ
ディ映画を集めた企画。注目作品は、フィルムが
残る中国映画として最古の作品『八百屋の
恋』。当時の同国の演劇の影響が見られる点も
見どころ。他3作品とともに鳥飼りょうのピアノ生
演奏で上映。12日には子ども対象の活弁ワークショップも。

神戸映画資料館

1／11㊏～13㊊㊗※要プログラム確認、『八百屋の恋』は11日のみ
●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
　  ※12日（日）の会場は旧グッゲンハイム邸（垂水区塩屋町3-5-17）

●￥ 一般1,200円、学生1,000円、中小800円※生演奏付きのプログラムは200円増し
●問 神戸映画資料館 ☎754-8039

※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｡

神戸ゆかりの若手落語家が大集合

青春落語道場 大倉亭 新春寄席2020

『八百屋の恋』

昨年よりイメージ

1／7㊋12：00開演 ●所 中央区楠町4-2-2 ●￥ 2,500（2,000）円
●問 神戸文化ホール ☎351-3349

 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『嘆きの天使』
1930年製作のドイツ映画初のトーキー
作品。キャバレーの看板歌手に恋した英
語教授の哀れな人生を描く。
1／18（土）16:00 ●￥無料

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

スパイダーマン ファー・フロム・ホーム／
フッド ザ・ビギニング※2本立て
1／4（土）～10（金） ●￥一般1,500円、
女性・学生・シニア1,100円、高中小800円

 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

新春寄席 柳家三三 独演会
1／4（土）14:00 ●￥3,500（3,000）円

装幀を通して本をつくることに密着する

つつんで、ひらいて
本の内容を印象づける装幀。俵万智や大
江健三郎ら1万5,000冊以上の本の装
幀を手掛け、40年以上にわたって日本のブックデザイン界をけん引して
きた装幀家・菊池信義の仕事を追ったドキュメンタリー。彼の創作の秘
密を解き明かしながら、“本をつくること”を見つめ直す。

神戸アートビレッジセンター

1／11㊏～24㊎ ●所 兵庫区新開地5-3-14
●￥ 一般1,700円、学生1,400円、60歳以上1,100円、高中小1,000円
●問 ☎512-5500

 伊丹市立演劇ホール
伊丹市伊丹2-4-1 ☎072-782-2000

まほろばの景 2020
京都の劇団「烏丸ストロークロック」の
公演。故郷を失い山の中に迷い込んだ
男が出合う不可思議な出来事を通し、
現代人の生を浮かび上がらせる。
1／25（土）18:00※上演後トークあり、
26（日）・27（月）13:00 
●￥一般4,000（3,500）円、
25歳以下3,000（2,500）円

市外の演劇情報
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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

僕のワンダフル・ジャーニー
家族を一つにするため、何度も生まれ変
わる犬の物語。※「アラジン」字幕版と2本立て
1／4（土）～15（水）
●￥一般1,300円、シニア1,100円、
大学生900円、高中小800円

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

ロング, ロングバケーション
老夫婦が思い出の道をたどる旅を、ユー
モアと尽きることのない希望で描く。
1／24（金）①11:00②14:00③19:00、
25（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

私は、マリア・カラス
オペラ歌手マリア・カラスの真の姿に、彼
女の歌と言葉で迫る。
1／31（金）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

 神戸市男女共同参画センター（あすてっぷ神戸）
中央区橘通3-4-3 ☎361-6977

芸人マルセ太郎の芸と人
～文忌2020～
1／26（日） ●￥1,000円※要申込
●問神戸芝居カーニバル実行委員会
☎090-1914-4907

セミナー1室

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

いるかHotel『破稿 銀河鉄道の夜』
阪神・淡路大震災後、県立神戸高校
演劇部によって上演され大きな反響を
呼んだ作品の再演。震災後の神戸を
舞台に、高校生の喪失と再生を3人の
女性主人公で描き出す。
1／15（水）～19（日）
●￥一般3,000（2,800）円、
高校生以下1,500円※当日、要証明書

KAVCホール

 湊川神社神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

新春のお祝い 受け継がれる日本の心
1／5（日）●￥一般2,000円、学生500円

 神戸三宮シアター・エートー
中央区琴ノ緒町5-6-9 ☎231-0011

三宮らくごatエートー 新春スペシャル 
おめでたい落語と踊りとマジック
1／4（土）14:00 ●￥2,500（2,000）円

神戸文化ホール 中ホール

2020年に創立70周年を迎えるプロ劇
団「劇団道化座」の公演。阪神・淡路大
震災後の神戸を舞台に、おばあちゃんと
暮らし始めた姉弟が困難にくじけず生きていく姿を描き出す。

神戸を拠点にする劇団道化座の代表作

ともちゃんち

1／23㊍14：30開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 一般4,000（3,500）円、学生1,500（1,000）円、ペア券5,000円※前売りのみ
●問 （一社）劇団道化座 ☎803-2458

© 2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

新春特別興行
1／1（水・祝）～1／5（日）
日替わりの演者による落語を楽しめる。
14:00 ●￥3,300（2,800）円

通常公演
1／6（月）～31（金）14:00
●￥一般2,800（2,300）円、
65歳以上2,300円、
高・大・障がい者2,000円、中・小1,500円
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そう てい



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3月5日の行事は1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】2020年1月6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）。
※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。
※12は招待状を発送します。受け取り後、改めて劇団道化座への連絡が必要です。
※1314は2020年2月末まで有効の鑑賞券です。1月7日（火）以降の発送となります。
※13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建築と社会の年代記（神戸市立博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❷138億光年 宇宙の旅（明石市立文化博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸黄昏の絵画たち（神戸市立小磯記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹竹中大工道具館入館券（同館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺山下摩起をめぐる画家たち（西宮市大谷記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❻柿衞文庫 珠玉の名品（柿衞文庫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❼深淵なるバロックの響きvol.2（オフィス・ブリュボワ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❽フォルクハルト・シュトイデ ヴァイオリン・リサイタル（神戸新聞松方ホール）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
❾メモリアルコンサート＆大うたう会（神戸市役所センター合唱団）・・・・・・・・ペア5組
10神戸フィルハーモニック2020ニューイヤーコンサート（神戸芸術センター）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
11森本美帆 ピアノリサイタル（（公財）兵庫県芸術文化協会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
THEATER
12ともちゃんち（（一社）劇団道化座）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
CINEMA
13「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
14「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
15ロング,　ロングバケーション（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT 高校生ジャズの強豪校
兵庫県立高砂高等学校

CULTURE

INFORMATION

全国の中高生がその頂
点を目指して熱演を繰り
広げるジャズの甲子園
「ジャパンステューデント
ジャズフェスティバル
（SJF）」。2019年は、兵
庫県立高砂高等学校
ジャズバンド部「Big Friendly Jazz Orchestra」が最高賞の神戸市長賞
に輝いた。上位入賞の常連校である同部の日々の活動や強さの秘訣とは？
新旧2人の部長にインタビューした。

神戸芸術文化会議（こうべ芸文）
第37回学術セミナー

■Q1  最高賞に輝いたSJFでの演奏の
感想を教えてください。
駒井さん：SJFには3年生を中心としたメ
ンバーが出演しました。力を出し切って、
みんな笑顔で終われたのでとても良
かったです。前半はスローテンポ、後半

は一転して勢いあるスイングジャズの曲で構成。私たちの良さである明るさ
と楽しさを感じてもらえたと思います。
髙丸さん：今回、初めて出演しました。先輩たちと練習する中でだんだん
と自信がつき、本番はリラックスして演奏できました。
■Q2  どのような練習をしているのですか。
駒井さん：平日は18時まで練習しています。個人の基礎練習が中心で、
パート練習が入るときもあります。公演がある場合を除き、土日のどちらか
が練習日です。
髙丸さん：高校から楽器を始めた部員もいます。みんな、「SJFでグラン
プリを受賞したい」という共通の目標を持って入部しているので、明るく
前向きに練習しています。練習が大変と思ったことはありません。
■Q3  高砂高等学校ジャズバンド部の強さの秘訣は何ですか？
駒井さん：夏の定期演奏会に毎回、プロのジャズ奏者がゲスト出演する
のですが、それも部員のモチベーションを高めています。演奏に取り組む
姿勢や体の使い方等、とても参考になります。
髙丸さん：県内だけでなく石川県での公演等、年間40公演に出演して
色々な経験をしています。ジャズバンド部の明るさを引き継ぎながら、今
後は自分たちの代ならではの挑戦もしていきたいです。武庫川女子大学名誉教授で谷崎潤一郎研究の専門家であるたつみ都志氏

を講師に迎えます。「文化を後世に残すということ～谷崎潤一郎の旧邸保
存・復元で学んだこと～」をテーマに講演を行います。

interview 前部長 駒井さくらさん㊨   現部長 髙丸健太さん㊧

KOBE JAZZ DAY 2020
2020／4／5（日）
開催決定！！

●日時／2020年1月27日（月）16:00～17:30
●場所／神戸ポートピアホテル本館地下1階「偕楽の間」
●入場料／1,000円
●申し込み／往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加人数（5名まで）、
　　　　　　「こうべ芸文学術セミナー受講希望」と明記し、1月10日（金）必
　　　　　　着で下記へ郵送。
●郵送先／神戸市市民参画推進局文化交流課内 こうべ芸文事務局
　　　　　「学術セミナー」係（〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1）
●問い合わせ／神戸市イベント案内・申込センター☎333-3372

兵庫県立高砂
高等学校

　　　　　　
ジャズバンド部

も出演！

©October Studio 佐藤マサヤ




