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今
こ
こ
で世界的に活躍する振付家に

よるコンテンポラリーダンス
作品が3月、相次いで神戸
で上演される。ダンスの最
先端を見て、感じることの
できる絶好の機会だ。

貞松・浜田バレエ団
「創作リサイタル 31」
Sydney Dance Company’s CACTI .
Photo by Peter Greig

デザイン・クリエイティブセンター神戸 (KIITO）
KIITO アーティストサポートプログラム
Xhiasma Project #002 『transient X』
©Dance New Air 2018 pre-performance “enchaîne”



世界的に活躍する振付家・ダンサーの湯浅永麻を筆頭に、様々な分野のアーティストが神戸に
結集して一つのパフォーマンス作品をつくるKIITOによるプロジェクトの公演。衣装、音楽、舞台
技術がダンスに加わることで生まれる表現の世界をぜひその目で確かめて！

今公演のために振り付けされた2作品を含む、日本初公開の3作品を上演。
世界で注目を集める3人の振付家の作品から、コンテンポラリーダンスの“今”を感じよう。

KIITO アーティストサポートプログラム　
Xhiasma Project #002 『transient X』

創作リサイタル 31

ダンス×ファッション×音楽で新たな表現を

世界で活躍する振付家の日本初公開作品

3／6㊎ 19:30開演
●所デザイン・クリエイティブ
　センター神戸（KIITO）
　（中央区小野浜町1-4）
●￥一般3,500(前売り3,000）円、
　学生1,500(前売り1,000)円、
   小学生以下無料
　 ※ワークショップあり
　※KIITOウェブサイトから申込

●問同センター ☎325-2235
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コンテンポラ
リーダンスの

“今”を見る
各公演のみ

どころを、主
催者に聞い

た注目点とと
もに紹介する

。

デザイン・クリエイティブ
センター神戸（KIITO）

3／14㊏ 18:00開演
●所神戸文化ホール中ホール
　(中央区楠町4-2-2）
●￥S席5,000円、A席4,000円、
　B席2,000円 ※鑑賞は5歳以上
●問貞松・浜田バレエ団
    ☎861-2609

貞松・浜田バレエ団

ネザーランド・ダンス・シアター
に11年間所属。現在はジャン
ルの違うアーティストとのコラ
ボレーション等、国内外で活躍
する。柔らかさと鋭さを掛け合
わせた力強いパフォーマンス
が魅力。

スウェーデン出身の気鋭の振付家。
「CACTI」は世界の有名バレエ団が
上演しており、今、注目の振付家。

光とリズムを巧みに操り、観客を
飽きさせない奇想天外な作品。
弦楽奏者が舞台上で生演奏する。

人の心の中をのぞき見ているよう
な感覚に。バレエとは違う身体表
現もみどころ。

2009年から8年間、振付家の巨匠オ
ハッド・ナハリンとともにバットシェ
バ舞踊団の芸術監督を務める。

“音楽の父”バッハの音色に乗せて届け
る筋書きのない物語。

現代バレエ・振付家の巨匠、ジョン・ノイマ
イヤーが率いるドイツの名門、ハンブル
ク・バレエ団で日本初の女性ソリストに。
現在はフリーランスの振付家として活動。

ネザーランド・ダンス・シアター
に所属後、現在はスペインを
拠点に様々なプロジェクトに参
加する。

世界的に活躍する振付家・ダ
ンサーの湯浅永麻の卓越した
パフォーマンスと、KIITOの広
大なホールを生かした演出は
見逃せない。

作品は、参加アーティストに
ファッションデザイナーの廣川
玉枝、音楽家・前田勝彦による
ソロユニット、wor ld ’ s  end  
gir l fr iend、テクニカルディレ
クターの遠藤豊が加わり、神戸
に滞在して作品をつくり上げ
る。身体の機能性や美しさの
拡張を目指して皮膚をコンセ
プトに作った衣装、作品に合わ
せて作曲された音楽、音響や
照明が湯浅らの表現とどう反
応し合うか楽しみ！

湯浅永麻(振付家・ダンサー）

振付家：アレクサンダー・エクマン

アラン・ファリエリ
(振付家・ダンサー）

©Javier Garceche

踊ることが大好きな高校生募集！

高校生のための
ダンスワークショップ2020

森優貴による

欧州のダンスカンパニーで日本人
初の芸術監督に就任し高い評価を
得ている森優貴が、高校生のため
にワークショップを実施。踊ることが
好きな高校生は誰でも申し込める。

3／19㊍ 18:00～19:30
3／20㊎㊗ 14:00～15:30
3／21㊏ 14:00～15:30
※終了後交流会あり
●所神戸アートビレッジ
   センターリハーサル室2
 （兵庫区新開地5-3-14）
●定 各日15人※先着
●￥1日2,000円、
   3日間通し5,000円
●申 ①氏名（ふりがな）②年齢
    ③住所④電話番号⑤メール
    アドレス⑥簡単な舞踊歴
    ⑦参加日を記載し、 
　　   kobebunkahall@
　  kobe-bunka.jpへ
●問神戸文化ホール ☎351-3535

「CACTI」(日本初演）

振付家：大石 裕香

「The Bach Variations」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(新作）

振付家：アディ・サラント

「Inner Story」(新作）

アレクサンダー・エクマン©Ann Ray

アディ・サラント©Lilach Raz

大石裕香©Gregory Batardon

ネザーランド・ダンス・シアターとは？
1959年オランダで創立。世界屈指のコンテンポラ
リーバレエダンスカンパニー。各地から優秀なダン
サーが集い、600を超える作品を発表している。

pick up
アーティスト
pick up
アーティスト

©Dance New Air 2018 pre-performance “enchaîne”

KIITO 検索

出演者 ここに注目
を
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©柘植伊佐夫



3／6㊎ 19:30開演
●所デザイン・クリエイティブ
　センター神戸（KIITO）
　（中央区小野浜町1-4）
●￥一般3,500(前売り3,000）円、
　学生1,500(前売り1,000)円、
   小学生以下無料
　 ※ワークショップあり
　※KIITOウェブサイトから申込

●問同センター ☎325-2235

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

ふたり あわせて180歳…
夢織りびと「井澤玲子 平田和」の染織の世界
70歳を超えてから織物制作を始めた作
家2人の個性あふれる作品を展示。
3／3（火）～8（日） ●￥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

碗を愉しむ 
～4／20（月） ●￥無料

関心のなかったイベントにもC情報を見て興味がわきます。
（東灘区 福田さん）

VOICE神戸は美術館、美術展が多いので、本当に素敵な町だと実感しています。
（須磨区 宮本さん）

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

第27回「ひょうごフォト・グループ」写真展
3／2（月）～7（土） ●￥無料

ART［アート］

selection

白鶴美術館

3／3㊋～6／7㊐
●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

古来から人類にとって重要な素材
として活用されてきた金・銀・銅。同
館が所蔵する、古代中国をはじめ
東洋で制作された装飾品や印、屏
風等の金属工芸の数々を展示す
る。それぞれの金属を扱うための技
法に着目しながら、作品に込められ
た思いも解き明かす。

同館が収蔵してきた、神戸ゆ
かりの文学作家にまつわる作
品や直筆原稿等を集めて紹
介する。展示するのは切り貼
りの跡が残る遠藤周作の直
筆原稿や金田一耕助シリー
ズで著名な横溝正史の『獄
門島』の映画看板風の絵画
等、約135点。未公開品も多
く、作品だけでは分からない文学作家たちの表情が垣間見える。

～5／10㊐  ●所 灘区王子町3-1-2 ●休 水曜
●￥ 無料 ●問 ☎882-2028

神戸文学館

青銅器から銀器、工芸品まで

金 銀 銅 東洋の金工美術  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

 兵庫県公館（迎賓館）
中央区下山手通4-4-1

伝統文化体験フェスティバル
能・狂言や和太鼓の発表等、多彩な体験プ
ログラムで日本文化に触れて楽しむイベント。
3／7（土）・8（日）12:00～16:00
●￥無料※有料、要申込の講座あり
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会 ☎321-2002

 香雪美術館
東灘区御影郡家2-12-1 ☎841-0652
□休月曜

伝説の霊獣 龍と鳳凰
3／20（金・祝）～5／6（水・休）
●￥一般700円、大高450円、中学生以下無料

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500
□休火曜

いらっしゃいませようこそ
上海出身の若手アーティストが、自身が
感じた神戸を多様なメディアで表現する。
2／22（土）～3／15（日） ●￥無料

 鉄斎美術館 別館 史料館
宝塚市米谷字清シ1 清荒神清澄寺山内
☎0797-84-9600 □休水曜

清荒神と鉄斎（後期）
～3／24（火） ●￥無料

 伊丹市立博物館
伊丹市千僧1-1-1 ☎072-783-0582

あ・そ・ぼ♪むかしのあそび
同館ボランティアと昔の遊びを楽しむ企画。
3／8（日）13:00～ ●￥無料

白鶴美術館 主任学芸員 海原靖子さん
当館は、質の高い東洋金工美術を所蔵しています。中国古代、3,000年以上
前に鍛造で整えられた器の形と彫金による繊細な文様が魅力の唐時代の銀
器。粒金の細かな技法が注目される装身具や、鍍金・金泥・金箔など、金属や他
の素材を輝かせてきた金装飾が施された工芸品等。様々な技法を観察しつつ、
各素材の使用目的や意味についても紹介したいと思います。

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

 ジュンク堂書店 神戸さんちか店
中央区三宮町1-10-1  ☎335-2877
□休会期中無休

絵葉書で訪ねる古き兵庫県・神戸
&美術絵葉書展
書籍出版を記念した展覧会。明治後期
から昭和にかけての兵庫、神戸の風景を
写した復刻絵葉書を並べる。
～3／10（火） ●￥無料 
●問 絵葉書資料館 ☎327-4680

 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
～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

横尾忠則とクイズの饗宴
展覧会の関連イベント。横尾忠則に関
するクイズを観覧、参加して楽しめる。
3／28（土）14:00～ ●￥無料

十一谷義三郎 『唐人お吉』の原稿

未公開も多いバラエティー豊かな収蔵品

蔵出しアラカルト

 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

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～
～3／29（日） ●￥一般1,000円、
大学生・65歳以上500円、高校生以下無料

市民の芸術活動の発表の場
として昭和49年の開催以
来、広く親しまれてきたこうべ
市民美術展。日本画、洋画、
彫刻、工芸、書、写真、デザイ
ンの各分野で募集した作品を
展示する。神戸市民の力作
の数 を々楽しめる。

原田の森ギャラリー

3／8㊐～14㊏
●所 灘区原田通3-8-30 ●休 月曜休館
●￥ 無料 ●問 こうべ市民美術展運営事務局 ☎351-6557

昨年の展示会場の様子

神戸の春の風物詩

第45回こうべ市民美術展

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

第9回美術の祭典関西展 
3／17（火）～22（日） ●￥無料

本館1階

ひ  と

 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

人形を描く－小磯良平と西洋人形－
～4／5（日） ●￥一般200円、
大学生100円、高校生以下無料

3

2

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

2018年度受贈 新収蔵品展
新たに収蔵したジャン＝バティスト・カミー
ユ・コロー、大石輝一らの作品を紹介する。
2／22（土）～3／22（日）
●￥一般200円、大高中小100円

市外の美術館・博物館情報

4

 明石市立文化博物館
明石市上ノ丸2-13-1 ☎078-918-5400
□休会期中無休

くらしのうつりかわり展
子どもの頃の記憶
～3／22（日） ●￥一般200円、
大高150円、中学生以下無料

5

 兵庫陶芸美術館
丹波篠山市今田町上立杭4
☎079-597-3961 □休月曜

The 備前－土と炎から生まれる造形美－
古備前から人間国宝、若手陶芸家の作
品まで、備前焼の魅力を幅広く紹介。
3／7（土）～5／24（日）
●￥一般1,000円、大学生800円、
高校生以下無料

6
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初めて拝見して、私にとって身近なイベント情報をたくさん知ることができて
ワクワクと楽しい気持ちになりました。（明石市 仲西さん）

VOICEとても楽しい。絵、音楽、映画、心が豊かになる。
（灘区 中大路さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
3／18（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
3／18（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館  
3／14（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｡

ジャズに熱中する小・中・高校生が結集

第2回 神戸ユースジャズサミット
神戸市近郊でジャズ演奏に励む小・中・
高校生からなるジャズバンド、「神戸ユー
スジャズオーケストラ」の単独公演で、プ
ロの指導を受けてきた練習の成果を披
露。ゲストにヴォーカリスト小柳淳子を迎
え、メンバーが作編曲した作品も織り交ぜ
ながら、神戸ユースジャズオーケストラならではのステージをつくり上げる。

ジーベックホール

神戸市混声合唱団 春の定期演奏会

“春へのあこがれ”

神戸文化ホール 中ホール

3／7㊏14:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 一般4,000円、25歳以下1,000円※未就学児不可
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

 100BANホール
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

SAKI OSHITANI CSTRIO Live
出演は、押谷沙樹（ピアノ、ボーカル）、水
谷浩章（ベース）、芳垣安洋（ドラム）。
3／6（金）19:30 ●￥3,500（3,000）円、
学生2,000（1,500）円

 神戸栄光教会
中央区下山手通4-16-1 

マタイ受難曲
J.S.バッハの「マタイ受難曲」を、阪神間を
中心としたプロの声楽家や演奏家、一般
公募した合唱団等で演奏する。
3／28（土）16:00 ●￥5,000（4,500）円
●問 ☎080-3031-5177（今泉）

 神戸聖愛教会
中央区生田町1-1-27 

アンサンブル・フロット 第26回定期演奏会
作品はフォーレの「レクイエム」ほか。
3／21（土）15:00 ●￥3,500（3,000）円
●問 アンサンブル・フロット ☎050-3598-2138

 世良美術館
東灘区御影2-5-21 ☎822-6456

17世紀ヴェネツィアの音楽
声楽（ソプラノ）、バロック・ヴァイオリン、
チェンバロ、ヴィオラ・ダ・ガンバで、17世
紀ベネツィアの音楽を演奏する。
3／14（土）14:00 ●￥3,000（2,500）円

 バンドー神戸青少年科学館
中央区港島中町7-7-6 ☎302-5177

星空ヒーリング2019
プラネタリウムで神戸の星空を、『Smile』
等のジャズの名曲とともに巡る。
3／1（日）～31（火）16:00～16:45
●￥一般400円、高中小200円、未就学児無料

3／8㊐15:00開演 ●所 中央区港島中町7-2-1
●￥ 一般1,000円、高中小500円、未就学児無料
●問 （公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

 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
神戸出身のフルート奏者らが、様々なク
ラシック作品を演奏。午前の公演は、子
どもたちも無理なく楽しめる約60分の短
めのプログラム。
3／1（日）①11:00②14:30
●￥①1,800円※3歳から入場可
②2,000円、ペア3,000円※前売りのみ
●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

フェニックスコンサート48th
音楽のフルコース Vol.18
兵庫県音楽活動推進会議のメンバーが、
声楽、器楽の様 な々編成で演奏する。
3／1（日）16：00 ●￥3,000円

アンサンブル神戸 第65回定期演奏会
ベートーヴェン生誕250周年を記念し、
交響曲第8番ヘ長調作品93、ピアノ協
奏曲第5番変ホ長調作品73「皇帝」ほ
かを演奏。ピアノ独奏は久元祐子。
3／14（土）15:00
●￥一般3,500（3,000）円、学生1,500円※前売りのみ

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

メモワール室内オーケストラ
記念コンサート
メンデルスゾーンの「ピアノと弦楽のため
の協奏曲イ短調」等を、白石雅也の指
揮で演奏。未就学児も鑑賞できる。
3／8（日）14:00 ●￥無料
●問 　 memoire.chamber.orchestra@gmail.com

ブレーメン音楽団 11th Concert 
マンドリン合奏による演奏会。
3／14（土）14:00 ●￥無料
●問 同団 ☎090-3929-1417
 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

第25回KOBE国際音楽コンクール
入賞記念ガラ・コンサート 
1月に行われたコンクールの上位入賞者
が演奏を披露する。
3／1（日）11:00 ●￥1,200（1,000）円
●問 佐藤音楽事務所 ☎241-0921

島多璃音

現役大学生自身がプロデュース
島多璃音 ピアノ・リサイタル

東灘区民センター うはらホール

3／19㊍19:00開演 ●所 東灘区住吉東町5-1-16
●￥ 一般1,500（1,300）円、学生1,000（800）円、中学生以下無料※要整理券
●問 　 riitoshimata@yahoo.co.jp

兵庫県出身で全日本学生音楽コン
クール高校の部全国大会第1位を受
賞した、現東京藝術大学1年生・島多
璃音のリサイタル。ベートーヴェンから
ショパンに至るまでの作曲家の作品を演奏。積極的に演奏活動を展
開する若手音楽家の今を堪能できる。

パイプオルガン

昨年の公演の様子

伊藤純子

神戸国際大学チャペルのパイプオルガ
ンのコンサート。オルガニストの伊藤純子
が、メンデルスゾーンの「ソナタ第4番」、
アランの「光の創造主」等を演奏する。
パイプオルガンの響きを光に例え、音色
の違いや音の重ね方の濃淡、リズム等
によって多彩なその魅力を伝える。

神戸国際大学

パイプオルガンの様々な響きを楽しむ

お花見コンサート 光のグラデーション

3／14㊏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

神戸市混声合唱団

春へのあこがれを、様々な合唱作品を
通して表現する。2台のピアノ連弾と混
声合唱による「春と修羅（詩：宮澤賢
治）」をはじめ、ブリテン作曲の5つの花
にまつわる作品等を披露する。指揮は松村努。

大ホール

 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49回定期演奏会
ヴォーン・ウィリアムズの「イギリス民謡組
曲」、エルガーの「交響曲第1番」等を演奏。
3／8（日）14:00
●￥無料※要整理券（当日配布）、未就学児不可
●問 同団 ☎822-3876（清水）
神戸市民交響楽団
第80回定期演奏会
1970年に前身の楽団が発足、今年創
立50周年を迎える神戸市民交響楽団の
記念公演。アルトソロ、合唱を迎え、マー
ラーの交響曲第3番を演奏する。
3／22（日）16:00 ●￥2,200（1,000）円、
小学生500円※未就学児不可
●問 090-6603-0578（ながた）

生誕250年ベートヴェン・チクルス
ベートーヴェンの森 第2回
ベートーヴェンの全交響曲演奏に神戸市
室内管弦楽団が挑むシリーズの2回目。
ジョナサン・コーエンの指揮で交響曲第1
番、第8番を演奏。ソリストにキム・ソヌクを
迎えてピアノ協奏曲第3番も披露する。
3／20（金・祝）15:00 ●￥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

中ホール

8

 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

新進芸術家育成プロジェクト・リサイタルシリーズvol.35
坂本彩ピアノリサイタル
作品は、ベートーヴェンのピアノソナタ第
17番作品31-2「テンペスト」ほか。
3／13（金）19:00 ●￥2,000円
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会 ☎321-2002

9
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 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス
3／20（金・祝）～27（金） ●￥一般1,700円、
学生1,400円、60歳以上1,100円、高中小1,000円

 神戸映画資料館
長田区腕塚町5-5-1 アスタくにづか1番館
北棟2階 ☎754-8039 □休水曜、木曜

神戸のフィルムアーカイブ 活動報告会
映画『べっぴんの町』の上映と報告会。
3／8（日） ●￥500円※映画鑑賞のみ有料

選ぶのが困るくらいたくさんの催しがあって幸せ。
（須磨区 田中さん）

VOICE友人よりもらった「KOBE C情報」。たくさんの情報がのっていてよかったです。
（芦屋市 横田さん）

VOICE

兵庫県立芸術文化センター 神戸女学院小ホール

藤田佳代舞踊研究所に所属するダンサーた
ちが、オリジナルの9作品を発表する。

THEATER［シアター］

selection

ボリショイ・バレエ in シネマ Season 2019-2020

ライモンダ

CINEMA［シネマ］

selection

ロシアの名門ボリショイ・バレエ団の公演を上映する。
2019年に新収録の「ライモンダ」は、舞踊史上の名作。

神戸国際松竹

3／18㊌19:00～ ●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

※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｡

「迸る」をテーマに9つの新作
藤田佳代舞踊研究所モダンダンス公演　創作実験劇場

能「一角仙人」

3／14㊏17:30開演
●所 西宮市高松町2-22 ●￥ 3,000（2,500）円
●問 藤田佳代舞踊研究所 ☎822-2066

小説『レ・ミゼラブル』の舞台となった地で

レ・ミゼラブル
パリ郊外の地で繰り広げられる少年たちと
警官の対立を通し、現代社会の闇を描く。

シネ・リーブル神戸

3／13㊎～ ●所 中央区浪花町59神戸朝日ビルディング地下1・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 ☎334-2126

市外の演劇情報

 兵庫県立芸術文化センター
西宮市高松町2-22

兵庫県立ピッコロ劇団 夢をみせてよ
犬をめぐる様々な人の物語。
2／28（金）19:00、2／29（土）・3／1（日）
①11:00②16:00 ●￥一般4,500円、
大専3,000円、高校生以下2,500円
●問兵庫県立ピッコロ劇団 ☎06-6426-1940

阪急中ホール

 鉄人広場
長田区若松町6-3 若松公園内

第9回 鉄人ダンスフェス
プロ・アマチュア問わず、様々な世代によ
るダンスの発表。※雨天時は会場変更
3／21（土）11:00 ●￥無料
●問 KOBE鉄人プロジェクト「ダンスイベント」係
☎646-3028

神戸文化ホール 中ホール

平家の公達・平清経の霊の物語「清経」、現在
のインドを舞台にした神々の物語「一角仙人」、
狂言「骨皮」を上演。

日本の伝統芸能を堪能する

第十二回 神戸能

3／22㊐13:00開演
●所 中央区楠町4-2-2 ●￥ 一般4,700円、25歳以下1,800円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

落語笑タイム寄席
出演は桂喬美、笑福亭智之介、笑福亭仁嬌。
3／21（土）18:00 ●￥3,000（2,500）円
●問上方落語笑店 ☎06-4392-3553

 神戸三宮シアター・エートー
中央区琴ノ緒町5-6-9 ☎231-0011

神戸三宮 南天の会
落語家の桂南天が「愛宕山」等を披露。
3／14（土）14:00 ●￥2,500円

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

市民講座合同発表会＆体験会
3／22（日）14:00～16:00 ●￥無料

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

黒潮が結ぶ宴 歌舞の鼓魂
琉球舞踊、エイサーと尺八、和太鼓等、琉
球と日本が融合した伝統芸能のコラボレー
ション。創作芸団レキオス等が出演。
3／6（金）19:30 ●￥4,000（3,500）円
●問NPO法人関西沖縄文化研究会
☎06-6433-5789

2020洋舞スプリングコンサート
兵庫県内の振付家による作品を披露。
3／8（日）18:00 ●￥3,300（2,800）円
●問兵庫県洋舞家協会 ☎362-7086

大ホール

中ホール

 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『嵐を呼ぶ男』
3／28（土）16:00 ●￥無料

©SRAB FILMS LYLY FILMS
RECTANGLE PRODUCTIONS

 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

マルクス・エンゲルス
3／20（金・祝）①11:00②14:00③19:00、
21（土）①10:30②12:45※上映後講演あり
③17:00
●￥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

12

 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

エッシャー 視覚の魔術師
だまし絵で知られる画家の人生と作品に迫る。
2／22（土）～3／6（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

英雄は嘘がお好き／シークレット・
スーパースター※2本立て
2／26（水）～3／6（金） ●￥一般1,300円、
シニア1,100円、大学生900円、高中小800円

15

 OSシネマズ 神戸ハーバーランド
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 ☎291-5366

活弁ライブ『戦艦ポチョムキン』
3／14（土）13:00
●￥一般1,900円、大学生1,500円、
高中1,000円

13
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箏、三味線、尺八による演奏を、神戸三曲協会
の各会派が披露します。古典から現代まで
様々な作品の妙味をお楽しみください。

第43回 神戸三曲協会独奏会

●日時／3月15日（日）12:00開演
●会場／東灘区民センターうはらホール
            （東灘区住吉東町5-1-16）
●出演会派／新絃社、生田流箏曲桜芽会、
　　　　之会、神戸研箏会、正派邦楽会、 潮美会、双調会、筑紫会、日本当道会、
   　　宮城会、山田流関西箏楽会、生田流箏曲貴奏会、琴古流、新都山流
●料金／無料
●問い合わせ／（公財）神戸市民文化振興財団 ☎351-3597

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5月5日の行事は3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】3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）。
※1415は4月末まで有効の鑑賞券です。プレゼントは3月6日（金）以降の発送となります。
※14は一部、利用できない作品があります。
※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創作リサイタル31（貞松・浜田バレエ団）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
ART MUSEUM
❷金 銀 銅 東洋の金工美術（白鶴美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸人形を描く（神戸市立小磯記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹2018年度受贈 新収蔵品展（西宮市大谷記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺くらしのうつりかわり展（明石市立文化博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❻The 備前（兵庫陶芸美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❼島多璃音 ピアノ・リサイタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア1組
❽ベートーヴェンの森 第2回（（公財）神戸市民文化振興財団演奏課）・・・・・ペア2組
❾坂本彩ピアノリサイタル（（公財）兵庫県芸術文化協会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
THEATER
10藤田佳代舞踊研究所モダンダンス公演 創作実験劇場（藤田佳代舞踊研究所）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
11第十二回 神戸能（（公財） 能楽協会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
CINEMA
12マルクス・エンゲルス（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
13活弁ライブ『戦艦ポチョムキン』（OSシネマズ 神戸ハーバーランド）・・・・・・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

PRESENT 4／5はジャズ三昧の1日に！
KOBE JAZZ DAY 2020

神戸のジャズイベントのスタートを切る
「KOBE JAZZ DAY 2020」が、4月5日
に開催される。「ジャパンステューデン
トジャズフェスティバル2019」の神戸市
長賞を獲得した兵庫県立高砂高等学校
ジャズバンド部をはじめ、第20代新開
地ジャズヴォーカルクイーンyukino、神
戸を中心に活躍する若手ジャズ奏者たちの演奏をたっぷり楽しめる。

6回目の出場となった今回は、還暦を迎え今までで一番、賞のことを意
識せずリラックスして歌えました。普段は地元茨城を中心に、ギタリス
トの主人とデュオでジャズを歌っています。グランプリを獲得したのは
これまで出会ったことのない関西の皆さんにも歌
に込めた私の思いが伝わったからだと思い、とても
うれしいです。聞く人の心に届くように、特に言葉
を大切にして歌っています。「KOBE JAZZ DAY 
2020」でも、皆さんに私の思いが伝わるようなライ
ブをお届けしたいです。ジャズが盛んな神戸で歌え
ることを楽しみにしています。

■日時／4月5日（日）12:30～（ホールライブ）、11:00～（野外ライブ）
■場所／神戸文化ホール中ホール・大ホール、神戸市立中央体育館前広場、
　　　　大倉山公園円形噴水前広場
■プログラム／ホールライブ、野外ライブ
■料金／〈ホールライブ〉一般2,500（前売り2,000）円、22歳以下1,000円、
　　　　高校生以下無料※要招待券、未就学児入場可※要保護者同伴
■問い合わせ／神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349
 親子で楽しめる！
 「神戸文化ホール スプリングジャンボリー2020～わくわくアドベンチャー♪～」も同時開催

INFORMATION
親子で能を体験しよう
「さわってみよう 能の世界」参加者募集（無料）

区民センターの名称が変更になります
4月1日以降、区民センターの名称が以下の通り変更になります。
電話番号に変更はありません。

室町時代に生まれ現代まで受け継がれる能・
狂言を親子で楽しめる体験イベントを開催し
ます。楽器に触れる体験や、分かりやすい解
説とともに作品を鑑賞することができます。
●日時／3月20日（金・祝）13:00開演
●対象／小・中学生の親子120組
●会場／湊川神社神能殿（中央区多聞通3-1-1）
●申し込み／名前、ふりがな、住所、電話番号、学校名、学年、
                  同伴保護者氏名を記入の上、3月15日（日）までに
                          　 sawattemiyou.noh.kobe@gmail.comへ。
                 または右記二次元コードから申込。

©October Studios 佐藤マサヤ

写真提供：新開地
ミュージックストリート実行員会

INTERVIEW
ゲストで出演 第20回 神戸新開地ジャズヴォーカルクィーン

          コンテストグランプリ yukinoさん

旧名称 新名称
東灘区民センター 
葺合文化センター 
生田文化会館 
北区民センター 
北神区民センター 
須磨区民センター 
西区民センター 

東灘区文化センター
名称変更なし
名称変更なし
北区文化センター
北神区文化センター
須磨区文化センター
西区文化センター

☎822-8333
☎242-0414
☎382-0861
☎593-1150
☎987-3400
☎735-7641
☎991-8321

「KOBE C情報」誌面発行終了のお知らせ
文化情報誌「KOBE C情報」は令和2年3月23日発行の『2020年4月号』（第449
号）をもちまして、誌面による発行を終了いたします。長年にわたりご愛読いた
だきありがとうございました。令和2年度からは、デジタル媒体に移行し、皆様
に文化情報をお届けする予定です。詳しくは4月号にてお知らせいたします。
「KOBE C情報」に関するお問い合わせ　
（公財）神戸市民文化振興財団「KOBE C情報」係 ☎351-3597




