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フィンセント・ファン・ゴッホ《糸杉》 1889年6月 油彩・カンヴァス 93.4 ×74cm メトロポリタン美術館
Image copyright © The Metropolitan Museum of Art.
Image source: Art Resource, NY

フィンセント・ファン・ゴッホ《薔薇》 1890年5月 油彩・カンヴァス 71 ×90cm ワシントン・ナショナル・ギャラリー
© National Gallery of Art, Washington D. C., Gift of Pamela Harriman in

memory of W. Averell Harriman
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兵庫県立美術館「ゴッホ展
」で

その作風の成り立ちを知ろう
兵庫県立美術館「ゴッホ展

」で

その作風の成り立ちを知ろう



兵庫県立美術館で開催される「ゴッホ展」では、ハーグ派や印象派から影響を受けながら、ゴッホが独自の作
風を確立させていく過程が作品を通して実感できる。同館学芸員の小野尚子さんによる、ゴッホについての
解説も参考に鑑賞を深めよう。

画家ゴッホを生んだ“2つの出会い”
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ゴッホ作品の個人コレクターとして最
大規模の約300点を収集し、美術館を
建設、さらにコレクションをオランダ国
家に寄贈した女性にスポットを当てた
ドキュメンタリー映画。彼女の目を通し
てゴッホの魅力を伝える。

兵庫県立美術館 学芸員
小野尚子さん

ゴッホとヘレーネの森
2／21（金）～
●所シネ・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）
●￥一般1,800円、大専1,500円、
    シニア1,200円、高校生以下1,000円
●問同館 ☎334-2126

フィンセント・ファン・ゴッホ《ジャガイモを食べる人々》 
1885年4-5月  リトグラフ（インク・紙）
26.4×32.1cm  ハーグ美術館
© Kunstmuseum Den Haag

フィンセント・ファン・ゴッホ《麦畑》  1888年6月
油彩・カンヴァス  50 × 61cm  P.& N. デ・ ブール 財団
© P. & N. de Boer Foundation

学芸員の小野さんに聞く！！

1／25（土）～3／29（日）
●休月曜 ※祝休日の場合は翌日
●所同館（中央区脇浜海岸通1-1-1）
●￥一般1,700円、大学生1,300円、
    70歳以上850円、高校生以下無料
●問同館 ☎262-0901

ゴッホ展
兵庫県立美術館Pick up CINE

MA
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Q A
ゴッホが最初に影響を受けたハーグ派。
作品にどう生かされている？

まずゴッホは、ハーグ派から目的に従った画材の選び方やデッサンの
仕方等、絵画の基礎を学びました。唯一の師といわれるマウフェは、モ
デルを見て描くこと、習作を重ねること、色彩の効果等を教え、ゴッホ
はこれらの教えを最後まで意識しながら作品を制作していました。

Q A

A

ゴッホが印象派に大きく影響を受けた点と、
独自に発展させた点とは？
ゴッホは厳密にはポスト（後期）印象派に属し、
印象派の影響を受けながらさらに独自の作風
を展開しました。原色を用いタッチをはっきり
残す描き方は印象派に習ったものですが、絵の
具を厚く塗ることやうねるような筆遣いはゴッ
ホ作品の特徴です。

ハーグ派とは 19世紀後半、オランダの都市ハーグを拠点に活動した画家
グループ。田園地帯や海岸風景を詩情豊かに描き出した。マウフェはその
中心的人物だった。

印象派とは 自然や事物から受ける印象をそのままに描
写しようとする技法。モネ、ルノワールらに代表される。

Q今展を通じて感じたゴッホ作品の魅力とは？
「孤高」「天才肌」といったイメージが強いゴッホですが、本来の姿
は勉強熱心で努力家、周囲の画家から貪欲に学び取ろうとした
真っすぐな人物だったことがよく分かりました。目にした対象物が
内から発する美しさを描きたいという思いと独自の力強い線、さら
にハーグ派や印象派を含む様々な先例から芸術上の要素を取り込
んだ姿勢が生み出した、唯一無二の画風が魅力です。



 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、地下1階
☎262-8058 □休会期中無休

コレクション＋シリーズNo.8
トゥーンベリさんへの応答
地球温暖化によってもたらされる危機を
世界に向けて訴え注目を集める環境活
動家グレタ・トゥーンベリさんの「呼び掛
け」に対し、「応答」する展覧会。
1／25（土）～2／5（水） ●￥無料

 フォトカフェ
中央区元町通4-5-15 ☎201-9720
□休  2／17（月）～20（木）

新保泰夫写真展「Paris寸描」
2／14（金）～23（日・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

関西学院大学絵画部弦月会
卒業制作展2020未来永劫図画工作
2／7（金）～12（水） ●￥無料

イベントを探す楽しさをいただいています。
（北区 畑野さん）

VOICE街として神戸が大好きです。たまに遊びに行ってます。その時に参考に
させてもらっているのが「KOBE C情報」です。（大阪市 鈴木さん）

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｡

 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

19フォト・フレンズ 第4回 写真展
2／3（月）～9（日） ●￥無料

ART［アート］

selection

神戸アートビレッジセンター

2／22㊏～3／15㊐
●所 兵庫区新開地5-3-14 ●休 火曜休館 ●￥ 無料 ●問 ☎512-5500

30代～40代の芸術家に新たな表現の
場を提供しようと、2018年から同センター
が開始した公募プログラムの2回目。今回
は森美術館館長の片岡真実さんを審査
員に迎えた。選ばれたのは、上海出身の
美術家・潘逸舟（ハンイシュ）。神戸の移民
の歴史や外国人雇用法等を取り上げ、
「神戸の場所性、地域性」に焦点を当てたことが評価された。自身が感じ
た神戸を多様なメディアで表現した新作が、3つの展示空間に現れる。

1945年の出版以来、世界100カ国以上で
翻訳され、世界中で愛されている“世界一つよ
い女の子”ピッピの魅力を、「長くつ下のピッ
ピ」オリジナル原稿や挿絵原画、作者のアス
トリッド・リンドグレーンゆかりの品々から紹介す
る。「ロッタちゃん」「やかまし村」シリーズの挿
絵原画も展示。男女同権、女性の社会進出
の先駆者でもあった彼女のメッセージを伝える。

2／1㊏～3／29㊐  ●所 東灘区向洋町中2-9-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般1,000円､大学生・65歳以上500円、高校生以下無料
●問 ☎858-0050

神戸ファッション美術館

ART LEAP 2019

いらっしゃいませようこそ

 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

 神戸文学館
灘区王子町3-1-2 ☎882-2028
□休水曜

蔵出しアラカルト
1／31（金）～5／10（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

2018兵庫二紀展 アートホール神戸賞
受賞記念展 保杉弘展
2／6（木）～11（火・祝） ●￥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
～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

©The Astrid Lindgren Company/
Ingrid Vang Nyman

長くつ下のピッピの世界展
～リンドグレーンが描く北欧の暮らしと子どもたち～

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

第93回国展写真部秋季展
巡回展in神戸
1／28（火）～2／2（日） ●￥無料

 兵庫県立歴史博物館
姫路市本町68 ☎079-288-9011
□休月曜

スケッチでたどる兵庫の建築と景観
内海敏夫と沢田伸のスケッチを通し、
兵庫五国の近代の歩みとかつての風
景を巡る。
1／25（土）～3／22（日） ●￥一般500円、
大学生350円、高校生以下無料

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

浅野竹二 版を奏でる
自画、自刻、自摺りにこだわった京都生
まれの木版画家・浅野竹二の創作の変
遷をたどる。
～3／1（日）
●￥一般500円、大高250円、中小100円

市外の美術館・博物館情報

神戸アートビレッジセンター美術担当 岡村有利子さん
出展作家の潘さんは、展覧会の制作にあたり、神戸における移民の
歴史や外国人移住者・労働者の現状を探るためのリサーチ活動を

各地で行いました。本展では、神戸滞在中に出会った外国人技能実習生や長
田の靴工場等への取材を通して着想を得た新作を発表します。また館内のシ
アター空間をダンスホールに見立て、作家自身のパフォーマンスによる映像作
品を展示します。展覧会の名の通り、どなたさまもぜひお越しください！

みどころ

 神戸市立博物館
中央区京町24 ☎391-0035　
□休月曜

建築と社会の年代記
－竹中工務店 400年の歩み－
～3／1（日）
●￥一般1,000円、大学生500円、
高校生以下無料

こうべ歴史たんけん隊
「建築の魅力をさぐろう！」
神戸市内の近代建築を同館学芸員と
巡り、解説を聞きながらその魅力を探る。
2／22（土）10:00～16:45
●￥ 500円※2月7日（金）締切（消印有効）で、往復
はがきで要申込

 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
～3／1（日）
●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料

 横尾忠則現代美術館
灘区原田通3-8-30 ☎855-5607
□休月曜

兵庫県立横尾救急病院展
横尾忠則の肉体と生活・創作との関係
を探ることを目的にした展覧会。絵画、
版画、ドローイング、著書や愛読書等幅
広い作品と資料を、様々な診療科に見
立てて紹介する。生活や芸術を見つめ
直す契機となった自身の病気にまつわ
る作品や病床での日記等の展示も。
2／1（土）～5／10（日）
●￥一般700円､大学生550円、
70歳以上350円、高校生以下無料
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制作の様子

19世紀後半に西洋で盛んに製作された自動
人形（オートマタ）と、日本で独自に発展した
「江戸からくり」を計24作品展示する。目玉の
一つは今回新たに収蔵した、湯呑みを運ぶ
「茶運人形」。からくり人形師・九代玉屋庄兵
衛が江戸時代後期のからくり人形を復元した
作品で、1時間に1度開催されるミュージアム
コンサートの後半で実演も。和洋の人形を比較しながら表情やしぐさ
の違いを楽しみたい。

六甲オルゴールミュージアム

～3／1㊐  ●所 灘区六甲山町北六甲4512-145 ●休 木曜休館
●￥ 一般1,050円、小学生以下530円、3歳以下無料※入館料として
●問 ☎891-1284

九代玉屋庄兵衛
茶運人形（江戸からくり）

撮影：老川良一

復元した江戸時代のからくり人形も登場

からくり人形～西洋と日本～

2

3

 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

人形（ひと）を描く
－小磯良平と西洋人形－
人形というモチーフも人間のモデルと同
じように描こうとした小磯良平。「人物」
と「静物」が交錯する「人形」と向き合っ
た彼の姿を作品から探る。旧蔵の人形
も展示。
2／6（木）～4／5（日）
●￥一般200円、大学生100円、
高校生以下無料

4
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どの公演も神戸の情報なので、近くて行きやすく、分かりやすいので
助かっています。（垂水区 宮﨑さん）

VOICE毎月の特集を読むのが楽しみです。2020年はオリンピックと共に、
生誕250年ベートーヴェン・チクルスですね。（西宮市 松岡さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
2／19（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
2／12（水）、17（月）、19（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館 
2／8（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｡

J.S.バッハの教会カンタータとゼレンカ作品

神戸バッハ・カンタータ・アンサンブル 第40回定期演奏会
1985年に設立された声楽と器楽
が一緒に活動する市民楽団の演
奏会。J.S.バッハの教会カンター
タの中でも著名な作品78番のほ
か作品138番、144番に加え、
バッハもその才能を高く評価していたといわれる同時代の音楽家・ゼレ
ンカの合唱曲を演奏する。4人組フルート奏者グループ「アンサンブル・
リュネット」の江戸聖一郎がエキストラとして出演。

灘区民ホール

過去の定期公演の様子

神戸国際フルートコンクール関連事業

コンサートに行こう！ フルート×オーボエ×ピアノ

舞子ビラ神戸 あじさいホール

3／1㊐①11:00②14:30開演 ●所 垂水区東舞子町18-11
●￥ ①1,800円※3歳から入場可②2,000円、ペア3,000円※前売りのみ、小学1年生から入場可
●問 （公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

 神戸倶楽部
中央区北野町4-15-1

Wind from Vienna～ウィーン国立
音楽大学 現役学生による演奏会～
ウィーン国立音楽大学の現役学生で、国
際コンクールで上位入賞するなど活躍す
る福田紫妃（ヴァイオリン）、ジュゼッペ・ツ
ァッパーラ（ヴィオラ）、ニコラウス・ペレッリ
（チェロ）が出演する。
2／22（土）14:00 ●￥一般4,200円、
高校生以下2,800円※未就学児不可
●問 ふくだむらさき音楽事務所 ☎079-230-4171

 100BANホール
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

須川崇志Banksiaトリオ
CD発売記念ライブ
ベーシスト須川崇志をリーダーとする、ピア
ニスト林正樹、ドラマー石若駿とのトリオ
「Banksia（バンクシア）」のジャズ演奏。
2／26（水）19:30 ●￥4,000（3,500）円
●問 ムジカ アルコ・イリス ☎080-3853-9363

 世良美術館
東灘区御影2-5-21 ☎822-6456

～ロッシーニからYOSHIMATSUまで～
イタリアから届ける音楽の虹
ロッシーニらの作品を、繁田千都子（ソプ
ラノ）、ジャンピオ・マストランジェロ（フルー
ト）、松井香織（ピアノ）の演奏で送る。
2／29（土）14:00 ●￥3,000円※要申込

2／1㊏14:00開演 ●所 灘区岸地通1-1-1
●￥ 2,000円 ●問 同団 ☎090-3973-4314（榎）

 舞子ビラ神戸 あじさいホール
垂水区東舞子町18-11 ☎706-3711

神戸市混声合唱団 海のコンサート
My Best Selection 2020
出演する団員が自ら選んだお気に入り
の曲を披露。バロックからオペラ、歌謡曲
まで多彩な内容を楽しめる。
2／14（金）14:00 ●￥一般2,000（1,500）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

中ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

ウインドアンサンブルZERO
第2回定期演奏会
チャイコフスキーのバレエ組曲「くるみ割り
人形」や「リトル・マーメイド・メドレー」等を
吹奏楽で演奏。未就学児も鑑賞できる。
2／1（土）13:30 ●￥無料
●問 同団　 zerowindensemble@gmail.com
神戸アルディウインドアンサンブル
第18回定期演奏会
「アルディ流オリンピック～五つの輪の響
演～」をテーマに、オリンピックにちなんだ
吹奏楽作品等を披露。0歳から鑑賞可。
2／9（日）13:30 ●￥無料
●問 同団 ☎090-8522-6486（浅間）

 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

第23回松方ホール音楽賞
授賞式・記念コンサート
ピアノ、ヴァイオリン、金管楽器、声楽（オ
ペラ）の4部門から音楽賞、奨励賞に選
ばれた9人が熱演する。
2／8（土）15：00
●￥一般1,000円、学生500円※未就学児不可

五大陸をめぐる～JAZZ・花・書～
伝統芸能の書、生け花と神戸が発祥の
地であるジャズのセッション。出演はクリ
ヤ・マコト・トリオ、岡本正志（書）、中山高
昌（生け花）ほか。
2／9（日）15：30 ●￥3,800円※未就学児不可

 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

ウエストウインズジャズオーケストラ
THE 37TH CONCERT
阪神間で活動する市民ビッグバンドの公
演。「マイファニーバレンタイン」をはじめ、
ジャズを幅広く演奏。
2／1（土）17:30
●￥一般1,500（1,200）円、高中700（500）円
●問 同団　 nakwata@xb3.so-net.ne.jp
アンサンブル・コパンとその仲間
たちによる室内楽コンサート
2／11（火・祝）13:30 ●￥無料
●問 同団 ☎090-1133-6358（山本）

 日本芸術会館
中央区港島中町7-4-1 ☎599-6392

PORT ISLAND CLASSIC vol.10
矢野百華ピアノコンサート
2／16（日）14:20
●￥一般1,200（1,000）円、小学生以下500円

7

西尾岳史

幅広いオペラ作品で活躍するバリトン歌手
西尾岳史バリトンリサイタル

兵庫県民会館 けんみんホール

2／28㊎18:30開演 ●所 中央区下山手通4-16-3
●￥ 2,000円※未就学児不可 ●問 （公財）兵庫県芸術文化協会 ☎321-2002

神戸市混声合唱団団員であり、幅広いオペラ作
品へ出演するバリトン歌手・西尾岳史のリサイタ
ル。滝廉太郎や木下牧子らの日本歌曲を中心
に、シューマンやラベルの作品も演奏。

6

峯脇千春吉田由希乃中安修也

第12回神戸新人音楽賞コ
ンクールで優秀賞を受賞し
た中安修也（ピアノ）、吉田由
希乃（クラリネット）、峯脇千春
（サクソフォン）が個性と魅力
あふれる演奏を届ける。
〈プログラム〉　中安修也／リスト：リゴレット・パラフレーズ ほか
　　　　　　 吉田由希乃／プーランク：クラリネットソナタ ほか
　　　　　　 峯脇千春／グラズノフ：吟遊詩人の歌 ほか

舞子ビラ神戸・あじさいホール

第56回舞コンサート

中安修也・吉田由希乃・峯脇千春ジョイントコンサート

2／22㊏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

木下愛子 居石和代押部朋子

神戸出身の押部朋子（フ
ルート）と木下愛子（ピアノ）
に居石和代（オーボエ）が加
わり、息の合ったアンサンブ
ルを披露。クヴァンツの「トリ
オソナタ ハ短調」、日本唱歌
四季メドレーほか気軽に本格的なクラシック作品を演奏。子どもたちも
無理なく楽しめる約60分の特別公演（11:00開演）も用意。

 須磨区民センター
須磨区中島町1-2-3 ☎735-7641

須磨区音楽協会 ウィンターコンサート
区内を拠点に活動する音楽家らとつくる
公演。合唱やピアノ演奏等を披露する。
2／9（日）13:30 ●￥無料

大ホール

 葺合文化センター
中央区旗塚通4-4-1 ☎242-0414

みんなで歌おう！ バレンタインコンサート
安楽みゆき（ソプラノ）と、右近恭子（ピア
ノ）による、愛がテーマの作品を集めたコ
ンサート。焼き菓子のサービスも。
2／9（日）14:00 ●￥1,500（1,000）円

大ホール

 生田文化会館
中央区中山手通6-1-40 ☎382-0861

ベートーヴェンをチェロとピアノで
「エリーゼのために」等、広く知られるベー
トーヴェン作品を演奏する。
2／23（日・祝）14:00 ●￥無料※要申込

チャリティーコンサート
笛・ふえ Concert
日本の龍笛や篠笛をはじめ、ひょうたん笛、
オカリナ、フルート等、国際色豊かな11種
の笛の演奏を楽しめる。
2／11（火・祝）13:30 ●￥一般500円
●問☎090-8126-3426（大西）

大ホール
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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

パリの家族たち
女性大統領、ジャーナリスト、舞台女優、
花屋、ベビーシッター…。フランス・パリで
生きる女性たちの幸せになろうと奮闘す
る姿を描く。
2／21（金）①11:00②14:00③19:00、
22（土）①11:00②14:00③18:00
●￥一般1,500（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

 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 □休水曜、木曜

21世紀のサイレント映画
第2回パプスト監督
『喜びなき街』『パンドラの箱』
生演奏とともにサイレント映画を楽しむ同
館の新企画の2回目。2作品を上映。
2／29（土）
●￥一般1,400円、25歳以下1,000円

見たい映画館がみつかった！！うれしい。
（須磨区 津守さん）

VOICE毎号楽しみに読ませて頂いています。世の中が複雑になるにつれて
芸術の大切さを改めて感じています。（西宮市 谷本さん）

VOICE

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

神戸を拠点にするダンスカンパニー「ア
ンサンブル・ゾネ」の公演。舞踏家・大
野一雄、大野慶人が1987年に初演
し、以後、世界各地で87回の公演を重
ねた作品「睡蓮」から、独自の世界を「無垢なるうた」として新たに創作
し、心を打つ表現を追求する。

THEATER［シアター］

selection

無国籍の子どもたちの姿を描く

存在のない子供たち

CINEMA［シネマ］

selection

誕生日もなく戸籍もない少年が突き当た
る、過酷な現実を描く。3年間の丹念な取
材を基に、物語の主人公たちと同様の境遇のキャストで演じる。中東
における貧困や移民の問題にスポットを当てた作品。

パルシネマしんこうえん

1／25㊏～2／4㊋ ●所 兵庫区新開地1-4-3
●￥ 一般1,300円、シニア1,100円、大学生900円、高中小800円
●問 ☎575-7879

※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｡

アンサンブル・ゾネ ダンス公演

Song of Innocence

©Osamu Awane

写真協力 喜劇映画研究会

写真提供：観世宗家

2／1㊏①15:00②19:30、2㊐14:00開演 ●所 兵庫区新開地5-3-14
●￥ 一般3,500（3,000）円、学生2,000円、高校生以下1,000円
●問 ☎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『グランドホテル』
ホテルに宿泊する人々の人生模様を描い
た作品。群集劇ともいわれるこの手法は当
時としては画期的で、グランドホテル形式と
呼ばれ後の多くの映画に影響を与えた。
2／22（土）16:00 ●￥無料

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

クロール 凶暴領域／エンド・オブ
ホワイトハウス※2本立て
2／1（土）～7（金） ●￥一般1,500円、
女性・学生・シニア1,100円、
高中小800円

サイレント映画の人気作を活弁士とピアノ生演奏と

KATSUBEN 活弁ライブ『荒武者キートン』
喜劇俳優キートンのサイレント映画を、弁
士・大森くみこの語りとピアニスト・天宮遥の
オリジナル演奏で上映。木製自転車や派
手なアクションシーンも登場し、子どもも楽し
める。作品はもちろん何役も演じ分ける弁
士や即興のピアノ演奏の様子も注目。

OSシネマズ 神戸ハーバーランド

2／22㊏13：00開演
●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

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901

ゴッホ 最期の手紙
全編ゴッホの絵画のタッチを再現したア
ニメで、ゴッホの死の謎に迫る。
2／15（土）①10:30②13:00③15:30 
●￥1,000円
●問兵庫県映画センター ☎331-6100

ミュージアムホール

市外の演劇情報

 ピッコロシアター
尼崎市南塚口町3-17-8 ☎06-6426-1940

GO WEST！ 孫悟空の大冒険
2／8（土）15:00
●￥無料
●問劇団四紀会 ☎392-2421※20:00以降

大ホール

 神戸ポートオアシス
中央区新港町5-2

また逢う日まで
一般公募の市民による作品上演。
2／23（日・祝）①14:00②17:00
●￥2,500（2,000）円 
●問座・市民劇場実行委員会 ☎391-5543
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 神戸酒心館ホール
東灘区御影塚町1-8-17 ☎841-1121

太鼓衆団輪田鼓 酒蔵公演
『岩やんの馬鹿』
トルストイ作品が原作の和太鼓創作ドラマ。
2／16（日）①13:00②16:00 ●￥3,800（3,500）円
●問太鼓衆団輪田鼓 ☎685-3535

湊川神社神能殿

神戸の能舞台公演の核をなす湊川神社神
能殿の維持・発展のため、観世宗家をはじめ、
神戸の能楽師が結集する。二十六世観世宗
家・観世清和が舞う「安達原」は、山伏と老婆
に扮した鬼の攻防。ほかに、舞囃子や仕舞、
連吟等も演じられる。

観世宗家をはじめ神戸の能楽師が勢ぞろい

第六回 湊川神社神能殿勧進能

2／11㊋㊗ ●所 中央区多聞通3-1-1
●￥ 6,000（5,000）円 ●問 ☎371-1358

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

蛸の階 行き止まりの遁走曲（フーガ）
関西と高知の俳優・スタッフによる音楽
劇。行き止まりの町のニセモノの港のお
しまいの日の物語。
2／1（土）①13:00②17:00、
2（日）①11:00②16:00
●￥一般3,000円、学生2,000円
●問蛸の階 ☎090-6488-8401（吉田）

KAVC FLAG COMPANY 2019-2020
ももちの世界『ハルカのすべて』
2／7（金）19:30、8（土）①13:00
②18:00、9（日）①13:00②17:00
●￥一般3,500（3,300）円、学生2,500円※前売りのみ

KAVC1room&ギャラリー

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

一般公演（KSK火曜祭）
2020年から毎週火曜日の昼席が、神
戸新開地・喜楽館（KSK）火曜祭として
割安な料金で楽しめるように。
2／4・11・18・25（火）14:00 ●￥1,800円

文之助・九雀・吉弥の神戸らくご
ビレッジその107
2／5（水）19:00 ●￥3,000（2,500）円
●問さかいひろこworks ☎06-6155-5561

 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2019-20
蝶々夫人
プッチーニの名作を、ホイ・ヘー、ブルー
ス・スレッジらが歌い上げる。
2／7（金）～13（木）

アクナーテン
2／21（金）～27（木）
●￥一般3,700円、学生2,500円

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

大蔵流狂言 志芸の会公演
衣鉢を継ぐ－芸の承継―
“芸の承継”をテーマに、代々受け継がれ
る作品から初舞台としての作品まで幅広
く上演する。
2／15（土）14:00
●￥一般2,500（2,000）円、学生1,000円

おやこでBOUSAI<防災>inNADA
子どもから大人まで対象の参加・体験型
の防災イベント。体験談や人形劇、ワーク
ショップ等を実施。
2／23（日・祝）10:20～16：00 ●￥無料
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 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

サイゴン・クチュール
2／1（土）～14（金）
●￥一般1,700円、シニア1,100円、
学生1,000円

15



能「清経」

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4月5日の行事は2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2月5日（水）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。
※1215は2020年3月末まで有効の鑑賞券です。2月6日（木）以降の発送となります。
※15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）。

特集
❶ゴッホ展（兵庫県立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
ART MUSEUM
❷六甲オルゴールミュージアム入館券（同館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸長くつ下のピッピの世界展（神戸ファッション美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹人形（ひと）を描く（神戸市立小磯記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺兵庫県立横尾救急病院展（横尾忠則現代美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❻第56回舞コンサート（（公財）神戸市民文化振興財団）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❼西尾岳史バリトンリサイタル（（公財）兵庫県芸術文化協会）・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❽コンサートに行こう！フルート×オーボエ×ピアノ（14：30開演）
（（公財）神戸市民文化振興財団）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
❾須川崇志Banksiaトリオ CD発売記念ライブ（ムジカ アルコ・イリス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
THEATER
10太鼓衆団輪田鼓 酒蔵公演『岩やんの馬鹿』（16：00開演）（太鼓衆団輪田鼓）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
11衣鉢を継ぐ－芸の承継－（灘区民ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
CINEMA
12「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
13活弁ライブ『荒武者キートン』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア1組
14パリの家族たち（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
15「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組

PRESENT 神戸ユースジャズオーケストラ
第2回単独コンサートを開催

CULTURE

INFORMATION

神戸近郊でジャズ演奏に励む小・中・
高校生のジャズバンド、神戸ユース
ジャズオーケストラが単独コンサート
第2回「神戸ユースジャズサミット」を
開催する。日々練習に打ち込むメン
バーたちの熱い思いがいっぱいの
演奏に、ぜひ出掛けよう。
■日時　3月8日（日）15:00開演
■場所　ジーベックホール（中央区港島中町7-2-1）
■料金　一般1,000円、学生（高中小）500円、未就学児無料
■問い合わせ　（公財）神戸市民文化振興財団☎351-3597
■ゲスト　小柳淳子（ジャズボーカリスト）

第1回単独公演から約１年半。2回目の単独公演が決まり、うれしさでいっ
ぱいです。第１回公演を終え、「僕たちの音楽にお客さんが感動してくれ
ている！」という喜びを感じました。メンバーは阪神間の様々な学校に通っ
ており、練習は月に1、2回。なかなか全員顔を合わせることが難しいので
すが、「こんな公演にしたい」「次はこれに挑戦したい」と意欲的です。ジャ
ズの名曲を演奏した第１回と比べ、第2回はオリジナル曲を盛り込んだ神
戸ユースジャズオーケストラらしい内容を予定しています。作編曲を手掛
けるメンバーが、僕らをイメージしてアレンジしたクラシック
作品等をたくさん披露します。レベルアップした僕たちの
演奏をぜひ見に来てください。
SNSでも情報発信中！
Twitter アカウント@kobeyouthjazz

2020年春季定例講座受講生募集！！

「能」「狂言」がもっとおもしろく分かる
第十二回 神戸能 プレイベント 神戸能～体験講座～

区民センターで春季定例講座受講生の募集をしています。
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。はじめて体験することやずっ
と興味があったことなど、わくわくする時間を過ごしてみませんか。

3月22日（日）に神戸文化ホールで開催される
「第十二回 神戸能」をより深く楽しむための、
事前体験講座を開催します。内容は上演作品
の見どころから、能楽師たちによる基本動作の
実演まで。奥深い能の世界に近づけます。

interview 神戸ユースジャズオーケストラリーダー 宮澤 優樹さん

●募集期間／2月5日（水）～3月5日（木）

●日時／2月29日（土）14:00開演
●場所／神戸文化ホールリハーサル室
●料金／500円 
              ※3月22日の本公演チケット提示で無料

●申し込み・問い合わせ／
　神戸文化ホールプレイガイド☎351-3349

※講座は4月から開講します。詳しくは、区民セン
ター講座のパンフレット（2月5日より各区民セ
ンター、神戸文化ホールなどで配布）または当財
団ホームページをご覧ください。見学は随時、無
料で受け付けています。

神戸市民文化振興財団 検索

ホームページ
から簡単に
お申し込み
できます！

●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

3月31日㊋まで営業中
10:00～19:00
毎週水曜日、競技会開催日
400円／1足

神戸市立ポートアイランドスポーツセンター
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-12-1 ☎078-302-1031 https://www.kobe-spokyo.jp/psc/

1,400円
大人

750円
小人（中学生以下）

1,400円
親子A（未就学児）

1,800円
親子B（小中学生）

営業時間
休  館  日
貸靴料金 （必ず手袋をご持参ください）

※滑走は営業終了
 　時間の15分前まで

クリスマスコンサートの様子




