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2020年の神
戸のジャズシ

ーズンのキッ
クオフイベン

ト「KOBE JA
ZZ DAY」が

4月5日に開
幕する。

神戸ゆかりの
バンドが出

演するホー
ルライブに、

フードやドリ
ンクを楽しみ

ながら鑑賞
できる  

野外イベント
等、1日まるご

とジャズを満
喫できる。

日本で初めてプロバンドの
演奏が神戸で行われた4月と、
ジャズの4ビートを掛け、
4月4日を「神戸ジャズの日」
として登録している。

KOBE  C情報がInstagramにリニューアルします！
昭和57年9月の創刊以来37年以上にわたって発行してきました文化情報誌「KOBE C情報」は今号（第449号）をもち、誌面の発行を終了
させていただきます。長年にわたり多くの皆さまにご愛読、ご支援を賜りましてありがとうございました。
今後は、公式Instagramと（公財）神戸市民文化振興財団公式ウェブサイト内で引き続き、皆さまに文化情報をお届けいたします。
詳しくは6ページ目をご覧ください。
今後とも変わらぬご愛顧とご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和２年3月　公益財団法人　神戸市民文化振興財団

ご愛読ありがとうございました

©October Studios 佐藤マサヤ



今年の「KOBE JAZZ DAY」も充実のプログラムで様々なジャズ
を楽しめる。子どもたちも大満足のイベントも同時開催！

時間　12：30～16:30
会場　神戸文化ホール 中ホール
料金　一般2,500（前売り2,000）円、22歳以下1,000円、
　　　高校生以下無料 ※要無料招待チケット
　　　 未就学児入場可 ※チケット不要、保護者は要チケット
問い合わせ　神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

神戸を中心に活動するプロ奏者で結成するビッグバンドKobe 
Jazz Day Band。アメリカの名門・ジュリアード音楽院で教 も
執る若手トップドラマー、ジェローム・ジェニングスと競演。

神戸近郊の小学生から高校生で結成するジャズ
バンド。学年も学校も異なるメンバーたちが、ジャズ
への熱い思いで息の合った演奏を披露。

神戸の夏のジャズイベントとして
定着しているジャパンステューデ
ントジャズフェスティバルで昨年、
最高位の神戸市長賞を受賞！

地元神戸の大学生バンドが、昨年開催された第20・神
戸新開地ジャズヴォーカルクイーンコンテストのグラン
プリ・yukinoと共演する。どちらも初出場で注目！

ジェローム氏はニューヨークで大活躍するドラマー。ニューヨーク時代の
私のバンドのドラマーでもあります。大きなリズムを持った彼のドラミング
を皆様にお楽しみいただければと思っております！
広瀬未来（Kobe Jazz Day Band）

ご来場の皆様に楽しんでいただける演奏をお届けしま
す！（神戸ユースジャズオーケストラ）

KOBE JAZZ DAYへの出演が決
まり、とても楽しみにしてきまし
た。どうぞよろしくお願いします。
（兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部）

私たちはサドメル※とその後継バンドの楽曲のみを演奏
しています。サドメルならではの独特なサウンドをお楽し
みください。（KOBE Mussoc Jazz Orchestra）

国内のジャズ発祥の地神戸で、しかも若いエネルギーに
あふれるビッグバンドとの共演！心が躍ってます！
（yukino）

yukino　写真提供：新開地ミュージックストリート実行委員会KOBE Mussoc Jazz Orchestra

広瀬未来

西口 明宏 加納新吾 中林薫平 ジェローム・ジェニングス

KOBE JAZZ DAY 2020
日にち　4月5日（日）
問い合わせ　（公財）神戸市民文化振興財団内
　　　　　　「ジャズの街神戸」推進協議会事務局 ☎351-3597
　　　　　　 Jazz Town Kobe  検索

※米国の著名なビッグバンド｢サド･ジョーンズ & メル･ルイス ジャズオーケストラ｣の略。



時間　①11：00②14：00 
　　　　※所要時間60分程度
場所　大ホール楽屋
￥　　500円（材料代）
定員　各回20名

時間　①11：00②14：00
　　　　※所要時間30～40分程度
場所　大ホール舞台上
￥　　無料
定員　各回20名

開放的な野外会場で、全国各地から集まったアマチュアジャズバンドの
演奏を楽しめる。今年の注目点は？

普段は鑑賞するための神戸文化ホールの舞台で踊ったり探検したり。
子どもたちが楽しめるアートイベントを同日開催！

ミニちんどん太鼓楽器を作り、
みんなでセッションしよう。

大ホールの舞台の上で、
リズムに合わせてダンスしよう！

神戸のおいしいものが
大集合する、毎年好評の
飲食ブース。この日だけ
の特別メニュー等、充実
の内容！

♪多彩なジャズ演奏を聞き比べられる♪
2会場でジャズライブを開催！様々な出演者の音楽の聞き比べを楽しんで。

♪年齢も楽器編成もバラエティー豊か♪
ソロ演奏の中学生から各地のイベントを盛り上げるベテランバンドまで。

♪同日開催企画と合わせて子どもも楽しい1日に♪
神戸文化ホール大ホールでは子どもも参加できる体験型イベントを開催。
たっぷり遊べる！

飲食ブースも要chec
k！

参加店舗（予定）

同日開催同日開催
～ ～

時間　11:00～17:00※小雨決行、荒天中止
場所　神戸市立中央体育館前広場（神戸文化ホール南向い）、 
          大倉山公園円形噴水前広場（神戸文化ホール東隣り）
          ※飲食店ブースは中央体育館前広場のみ

時間　13：00
場所　大ホール全体
￥　　無料
定員　60名

忍者になって修行しながら
大ホールを探検しよう。

時間　①12：00②13：00
　　　③14：00④15：00（入替制）
場所　大ホール2階ロビー
￥　　無料
定員　各回40名

楽しいおはなし会と
かわいい人形劇「そらまめくんのベッド」を上演！

中華とお酒 Marman（鶏チャーシウ＆肉焼売）、韓国料理 マッシッソヨ
（韓国料理）、インド亭（ナンとカレー）、神戸たこ焼き 味一（たこ焼き）、三
笠屋（鱧の天ぷら）、エキストラ珈琲株式会社（ドリンク）、ラ・リベルテ（焼
き菓子）、神戸湊ビール（クラフトビール）、はっちゃんの台所（ハンバー
ガー）、ブーランジェリーまほろば（クリームパン）、神戸ワイン（ワイン）、
KITCHEN OHANA（ビーフホットサンド）、「ジャズの街神戸」推進協議会
（イベントオリジナルグッズ）

※「ファミリーシアター」以外は事前申込が必要です。申込方法は裏表紙のインフォメーション欄をご覧ください。



 GALLERY北野坂
中央区山本通1-7-17 ☎222-5517
□休  月曜

ダテカヨコ作品展
4／14（火）～26（日） ●￥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

生島国宜展「さっぱりした多様性」
～4／18（土） ●￥無料

 フォトカフェ
中央区元町通4-5-15 ☎201-9720
□休  3／30（月）～4／2（木）

高村義朗写真展「海辺の過ごし方」
3／27（金）～4／5（日） ●￥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

徳永卓磨作品展　スペイン巡礼51年
4／3（金）～8（水） ●￥無料

 ギャラリー島田
中央区山本通2-4-24リランズゲート地下1階un
☎262-8058 □休  4／3（金）

上村亮太 絵本『アネモネ戦争』出版記念展
3／28（土）～4／15（水） ●￥無料

いつも楽しみに神戸の情報を見ています。
今後もデジタル媒体でチェックさせていただきます。（西区 中谷さん）

VOICEここで知るイベント場所がいくつもありました。生活が楽しく、気持ちが豊かに
なりました。ありがとうございます。（伊丹市 北台さん）

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30回 木版画 五色木会展
4／6（月）～12（日） ●￥無料

ART［アート］

selection

神戸市立博物館

3／28㊏～6／21㊐
●所 中央区京町24 ●休 月曜、5／7㊍休館
●￥ 一般1,500円、大学生750円、高校生以下無料 ●問 ☎391-0035

マネ、ルノワール、セザンヌ、モネ
ら、印象派・ポスト印象派の巨匠
たちの貴重な作品がイギリス・コー
トールド美術館から来日する。世界
有数のセザンヌ・コレクションやマ
ネ最晩年の傑作「フォリー=ベル
ジェールのバー」等、見応えある作
品が集結する。研究機関でもあるコートールド美術館ならではの、美
術史や科学的調査に基づいた作品解説にも着目したい。

庶民の間で絶大な人気を誇り、多彩
な技術やデザインが生み出された江
戸時代のとんぼ玉を紹介する。海外
のデザインを取り入れたものや、金魚
や花小紋といった当時の流行が垣
間見られるもの等を展示。とんぼ玉を
通し、生き生きとした江戸の様子を伝
える。

4／11㊏～7／7㊋
●所 中央区京町79日本ビルヂング2階 ●休 会期中無休
●￥ 一般400円、中小200円 ●問 ☎393-8500

KOBEとんぼ玉ミュージアム

コートールド美術館展 
魅惑の印象派

 白鶴美術館
東灘区住吉山手6-1-1 ☎851-6001
□休月曜

本館 金×銀×銅 東洋の金工美術
～6／7（日） ●￥一般800円、
大高・65歳以上500円、中小250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

ジャック・ケルアック『オン・ザ・ロード』
ディスカバー アメリカ アゲイン
4／25（土）～5／31（日）
●￥一般400円、大学生以下無料

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜、5／7（木）

開館50周年 超・名品 展
4／11（土）～6／7（日） ●￥一般1,300円､
大学生900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
～5／10（日） ●￥無料

神戸市立博物館 学芸員 辻智美さん
マネの《フォリー＝ベルジェールのバー》。中央に立つバーメイド、鏡の中に映っ
た彼女の後姿と帽子を被った男性、群衆の姿、とくまなく眺めると、位置関係に
違和感を覚えて困惑します。ここには何かメッセージが込められているのでしょう
か？あるいは、新たな構図や造形的試みの結果として完成した作品なのでしょ
うか？絵画が現実をそのまま写すものではないことや画家の意図に思いを巡ら
せつつ、大いに頭を悩ませながらお楽しみください。

みどころ

 神戸市埋蔵文化センター
西区糀台6-1西神中央公園内 ☎992-0656
□休月曜

地下に眠る神戸の歴史展2020
－平成時代の発掘精選－
4／18（土）～5／31（日） ●￥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
～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

江戸とんぼを探る
－粋・願い・交易－近世和玉の美

 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

Treasures of Fashion　
ヴァレリー・スティールの審美眼
4／18（土）～6／21（日）
●￥一般1,000円、大学生・65歳以上500円、
高校生以下無料

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

松野眞理　画業45年記念展
4／1（水）～5（日） ●￥無料

東館1・2館展示室
 西宮市大谷記念美術館
西宮市中浜町4-38 ☎0798-33-0164
□休水曜

メスキータ展
19世紀末から20世紀初頭のオランダで
活躍し、アウシュビッツで殺された画家・メ
スキータの日本初の回顧展。エッシャーを
はじめ弟子たちが命懸けで保管した彼の
版画を中心に約240点を展示する。
4／4（土）～6／14（日）
●￥一般1,000円、大高600円、中小400円

市外の美術館・博物館情報

 伊丹市立美術館
伊丹市宮ノ前2-5-20 ☎072-772-7447
□休月曜、5／7（木）

熊谷守一展 わたしはわたし
画人・熊谷守一の約200点の作品を展示する。
4／11（土）～5／31（日）
●￥一般800円、大高450円、中小150円

エドゥアール・マネ
《フォリー=ベルジェールのバー》1882年

油彩、カンヴァス コートールド美術館
© Courtauld Gallery (The Samuel Courtauld Trust)

 明石市立文化博物館
明石市上ノ丸2-13-1 ☎918-5400

あんびるやすこ作品展
「なんでも魔女商会」シリーズ等で人気
の、あんびるやすこの原画等を展示。
4／4（土）～5／17（日） ●￥一般1,000円、
大高700円、中学生以下無料
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理想的な君主の象徴や
縁起の良い吉祥のシンボ
ルとされる伝説上の霊獣、
龍と鳳凰をモチーフにした
美術品を紹介する。同館
コレクションの中から屏風
や花瓶、刀装具、香炉等、
中国、日本の幅広い作品を展示。表現の多様性と作品に込められた
意味を探る。

香雪美術館

～5／6㊌㊡
●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

「日月桐竹鳳凰孔雀図屏風」 右隻 江戸時代
 村山コレクション

込められた意味と多様な表現を知る

伝説の霊獣 龍と鳳凰

2

 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

アイノとアルヴァ 二人のアアルト建築・デザイン・生活革命
木材曲げ加工の技術革新と家具デザイン
3／28（土）～6／7（日）
●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料

6

 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

小磯・ポーズ・デッサン
4／10（金）～7／12（日） ●￥一般200円、
大学生100円、高校生以下無料

5

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

生誕120年 水彩画家 別所博資展
～ゆかりの人々とともに～
4／11（土）～6／28（日） ●￥一般200円、
大学生・65歳以上100円、高校生以下無料

4



未就学児でも鑑賞できる音楽会の紹介もあったのでうれしいです。
（灘区 井口さん）

VOICE誌面発行終了おつかれさまでした。とても残念ですけど、さみしいです。
デジタル媒体にも期待しています。（大阪市 高本さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
4／15（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
4／15（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館　4／11（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｡

チェコを代表するチェリストが来日

ミハル・カニュカ＆関西弦楽四重奏団
チェコを代表するチェリストのミハ
ル・カニュカが、日本の主要オーケス
トラのコンサートマスターや首席奏
者らで編成する関西弦楽四重奏
団と共演する。シューベルトの最後
の室内楽として知られる弦楽五重
奏曲ハ長調等を演奏し、円熟の音
色を響かせる。

神戸新聞松方ホール

 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2020
「星空ワールドトラベル」がテーマのプラ
ネタリウムの年間企画。6月末までは、南
半球の島々から見える星空を、海を感じ
る曲とともに楽しめる。
4／1（水）～6／30（火）16:00～16:45
●￥一般400円、高中小200円、
未就学児無料

4／4㊏16:00開演
●所 中央区東川崎町1-5-7 ●￥ 3,500円
●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

 100BANホール
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

日吉直行×小美濃悠太
トーク＆ライブイベント
神戸在住の即興音楽家・ピアニストの日
吉直行が、海外でも活躍するベーシスト
小美濃悠太を東京から招いてトークとラ
イブを行う。演奏はもちろんのこと、音楽
にまつわるトークも楽しみ。
4／12（日）14:00
●￥一般2,500（2,000）円、学生1,000円、
小学生以下無料

 神戸聖愛教会
中央区生田町1-1-27

ジョット弦楽四重奏団と歌の調べ
イタリア出身の弦楽奏者とヴァイオリニ
スト太田圭亮らの楽団の公演。ロッシー
ニの弦楽作品とオペラ作品を披露する。
4／26（日）15:00 ●￥一般4,500（4,000）
円、大学生以下2,500（2,000）円
●問 コルダムジカ ☎092-212-3255

Amici Musicali Vol.12
ヴァイオリンとリコーダーによるバロック音楽
ケラー、マレ、テレマン、ヴィヴァルディら
の作品をバロック・ヴァイオリン、リコー
ダー、チェンバロで演奏する。
4／29（水・祝）15:00
●￥一般3,500（3,000）円、学生1,500円
●問 ☎080-5355-2283（伊左治）

 東灘区文化センター うはらホール
東灘区住吉東町5-1-16 ☎822-8333

神戸市混声合唱団 文化センターシリーズ
音楽劇 ある家族の物語～愛込家の場合～
4／26（日）14:00
●￥一般2,500（2,000）円、25歳以下1,000円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課
☎361-7241

 長田区文化センター別館
 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 名曲昨今 
～弦楽四重奏から始まる旅～
クラシックから歌謡曲まで、時代を越えて
愛される名曲を演奏する。
4／17（金）14:00 ●￥一般2,000（1,500）
円、25歳以下1,000円
●問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課
☎361-7241

藪下ガク

ジャズギター奏者の藪下ガクが、1部では
駒木愛弓（ヴァイオリン）と南口真耶（チェ
ロ）と、2部では萬恭隆（ベース）と森下啓
（ドラム）とセッション。2つのトリオを率い
て、異なる2つの音楽世界を表現する。

100BANホール

ジャズギターと様々な楽器のセッション

Gaku Yabushita Trio

4／18㊏19:00開演
●所 中央区江戸町100高砂ビル2階
●￥ 一般3,000円、学生2,000円 
●問 100BANホール ☎331-1728

関西弦楽四重奏団ミハル・カニュカ

大ホール

 生田文化会館
中央区中山手通6-1-40 ☎382-0861

Spring Concert
独奏から4手・6手・8手連弾と多彩なピア
ノ演奏を楽しめる。弦楽器が加わり、シュー
マンのピアノ五重奏曲作品44の演奏も。
4／26（日）14:00
●￥一般3,000（2,500）円、
中学生以下300円、未就学児無料

 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.36
田中郷子 ソプラノリサイタル
「わかれうた404年」をテーマに、モンテベ
ルディやプッチーニ等を歌い上げる。
4／24（金）19:00 
●￥一般2,500円、高校生以下1,000円
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会 ☎321-2002

 キャンパススクェア リバティホール
西区学園西町1-4 キャンパススクェア本館2階

学園都市交響楽団
スプリングコンサート
木管や金管のアンサンブル、弦楽合奏、
オーケストラによる演奏。
4／19（日）14:00 ●￥無料
●問 　 i.orchestra2013@gmail.com

 神戸新聞松方ホール
中央区東川崎町1-5-7 ☎362-7111

みどりのコンサート29
『鳥の歌』
神戸市役所センター合唱団等が、太鼓
演奏、民舞とともに合唱曲を披露する。指
揮は浅井敬壹、ゲストに井上鑑を迎える。
4／29（水・祝）14：00
●￥一般3,300（3,000）円、
学生2,800（2,500）円、高中2,300（2,000）円、
小学生・障がい者1,800（1,500）円
●問 同コンサート実行委員会 ☎672-1015

9

プロとアマチュアによる合同楽団

チェロアンサンブルKobe 第3回定期演奏会

灘区民ホール

4／26㊐14:00開演 ●所 灘区岸地通1-1-1
●￥ 一般2,000円、高校生以下1,000円※未就学児不可
●問 同団事務局 ☎080-5302-4194

過去の定期演奏会の様子

プロとアマチュアのチェロ奏者が合
同で結成したチェロアンサンブル
Kobeの公演。団での演奏のほか、
プロチェリストやチェロを学ぶ高校
生以下のジュニアによる演奏も楽
しめる。作品はシベリウスの「アンダ
ンテ・フェスティーヴォ」ほか。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、誌面に掲載の
各展覧会・公演の中止または変更が発生する場合がございます。

開催状況について各イベント主催者にご確認の上、
お出かけくださいますようお願い申し上げます。

お知らせ

この公演は延期に
なりました
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4月号から誌面による発行が終了するとのことで大変ショックを受けています。
ネット苦手だけど頑張ってみますネ。（須磨区 西光さん）

VOICE子どもも参加できるイベントも多くていつも楽しみにしていました。
デジタルに移行しても文化情報の入手先として頼りにしております。（須磨区 松本さん）

VOICE

 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

フレデリック・ワイズマンのすべて 
vol.3
ドキュメンタリー作家のフレデリック・ワイズ
マンの作品を定期的に上映する。4月は
『基礎訓練』『シナイ半島監視団』。
4／18（土）、19（日） ●￥一般1,500円、
65歳以上1,200円、25歳以下1,000円

葺合文化センター 大ホール

神戸出身の落語家・桂三若を筆頭に月亭希遊、
露の棗の3人がお酒にまつわる演目を披露する。
休憩時間には地元の酒蔵の利き酒3種を解説付
きで楽しめる、お花見気分の落語会。

THEATER［シアター］

selection

ベラスケス、ルーベンス、ゴヤ、ボス…

プラド美術館 驚異のコレクション

CINEMA［シネマ］

selection

2019年11月に開館200周年を迎えた
スペイン・マドリードにあるプラド美術館の
名品に密着。コレクションの中でも特に
注目のディエゴ・ベラスケス、フランシスコ・
デ・ゴヤらの作品を接写し、筆遣いを克明
に映し出す。同館学芸員の解説も加わ
り、同館の魅力を余すところなく伝える。

シネ・リーブル神戸

4／10㊎～
●所 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 ☎334-2126

※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｡

桂三若の落語会
～利き酒でお花見気分～

木津川計

桂三若4／18㊏17:30開演
●所 中央区旗塚通4-4-1 ●￥ 2,500（2,000）円※未就学児不可、当日要身分証
●問 葺合文化センター ☎242-0414

神戸みんなの映画会

「パンダコパンダ 劇場版」他1本
宮崎駿が原案・脚本・画面設定、高畑勲が
監督を務めた1972年公開のアニメ作品。
一人で暮らす少女ミミ子の家にやってきた
子パンダのパンちゃんとその親のパパンダ。
3人の奇妙で楽しい新生活の物語。併せて
『パンダコパンダ 雨ふりサーカス』を上映。

神戸芸術工科大学 吉武ホール

4／25㊏16:00～ ●所 西区学園西町8-1-1
●￥ 無料 ●問 ☎794-2112

凮月堂ホール

かぐや姫はどんな罪を犯し、私たちに何を
伝えて帰ったのか―。誰もが知る昔話「か
ぐや姫」に込められた謎を、大学等でも教
鞭をとってきた木津川計が解き明かす。4
月で閉館の凮月堂ホールでの最終公演。

誰もが知る昔話の謎を解き明かす

木津川計の一人語り劇場　新作初演「かぐや姫」

4／25㊏14:00開演
●所 中央区元町通3-3-10 ●￥ 3,500（3,000）円※創作和菓子付き
●問 神戸芝居カーニバル実行委員会 ☎090-1914-4907

 神戸三宮シアター・エートー
中央区琴ノ緒町5-6-9 ☎231-0011

ラストダンスはどなたに
今は荒れ果てた劇場を舞台に、意外な
結末（ラストダンス）へと突き進む菱田信
也脚本の演劇。
4／23（木）・24（金）19:00、
25（土）15:00、26（日）14:00
●￥一般4,500（4,000）円、
大専高2,500円、中学生以下1,500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

朗読公演『ファミリーツリー』
東日本大震災の被害を受けた、ある海辺
の小さな家族の物語。宮城県沿岸地域
の市民と同県で活動する俳優が出演。
4／4（土）17:30、5（日）13:00
●￥1,500（1,200）円

Ⓒ2019 - 3D Produzioni and
Nexo Digital - All rights reserved

『パンダコパンダ』©ＴＭＳ

 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
『アグリッピーナ』
愛と野望と裏切りが渦巻くヘンデルのオ
ペラ作品の上映。MET初演・新演出。
4／10（金）～16（木） 
●￥一般3,700円、学生2,500円

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

レッド・ホークス／ちいさな独裁者
※2本立て

3／28（土）～4／3（金）
●￥一般1,500円、
女性・シニア・大学生1,100円

 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

21世紀の資本
世界で300万部のベストセラーを記録した
経済学者トマ・ピケティの経済書を映画
化。“格差社会”の真相を分かりやすく描く。
4／25（土）～5／1（金）
●￥一般1,700円、シニア1,200円、
学生1,000円

 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

工作～黒金星と呼ばれた男～
実在した韓国の工作員の実態と彼が目
にした祖国の闇を描く。
※『新聞記者』と2本立て

3／28（土）～4／7（火）
●￥一般1,300円、シニア1,100円、
大学生900円、高中小800円

 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『奇傑ゾロ』
4／12（日）13:00
●￥一般1,900円、大学生1,500円、
高中1,000円

中ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

人形劇団クラルテ公演
11ぴきのねことへんなねこ
11ぴきのねこが星の世界から来た“宇
宙ねこ”と出会い、その宇宙船にこっそり
と乗り込んで―。夢いっぱいの人形劇。
4／12（日）13:30 ●￥3,000（2,800）円
●問同劇団 ☎06-6685-5601

第33回圭柳会舞踊会
花柳流日本舞踊の発表会。
4／19（日）11:30 ●￥3,000円
●問☎341-6326（花柳芳圭次）

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

文都・銀瓶 ふたり会＠喜楽館
演目は月亭文都の「愛宕山」、笑福亭銀
瓶の「くっしゃみ講釈」ほか。
4／11（土）18:00
●￥一般3,500（3,000）円、大高2,500円、
中小2,000円※未就学児不可

文之助・九雀・吉弥の
神戸らくごビレッジその108
4／24（金）19:00 ●￥3,000（2,500）円
●問さかいひろこworks ☎06-6155-5561
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 湊川神社神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

松華会定期能
能「遊行柳」、狂言「文荷」ほかを上演。
4／18（土）13:00
●￥一般5,500（5,000）円、学生2,000円

井上定期能
オペラの題材にもなった狂女物の能作品
『隅田川』を上演。出演は佐伯　久子。
4／25（土）13：00
●￥一般4,500（3,800）円、学生2,000円

第十九回楠公さんde 神能殿寄席
出演は笑福亭福笑、露の新治、桂米
紫、林家愛染、桂文五郎。
4／26（日）14:00 ●￥2,800（2,500）円
●問同事務局 ☎080-2461-8693

10

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

芳華－Youth－
1970年代の中国の若者の青春と、中
越戦争の心の傷を描く。
4／17（金）①11:00②14:00③19:00、
18（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

ナショナル・シアター・ライブ
リーマン・トリロジー
世界的な投資家リーマン一家が米国に
移住してからの3世代にわたる栄光と衰
退を描く舞台の上映。
4／18（土）～24（金） ●￥3,000円

KAVCホール

14



KOBE  C情報が
     Instagramにリニューアルします！

（スマートフォンの場合）アプリをインストール
し、自分のアカウントを作成します。
（パソコンの場合）Instagramのホームページに
アクセスし、自分のアカウントを作成します。

上記のコードを読み取るか、
@kobecjohoで検索します。

KOBE C情報の公式アカウントが
表示されるので、「フォローする」を
クリックします。

より詳しい「Instagramのはじめかた」マニュアルはこちら。

� �

KOBE C情報 検索

フォロー完了！

KOBE C情報 公式アカウントを「フォロー&いいね」いただいた方に抽選で、
プレゼントが当たります！ 応募締め切り：2020年4月末まで

詳細は、Instagram上でお知らせします。

KOBE C情報リニューアルキャンペーン開催！

KOBE C情報が、Instagram（インスタグラム）になって新しく生まれ変わります。
毎月の情報を、お手持ちのスマートフォンやパソコンから、タイムリーなイベント情
報をいつでもチェックできます。KOBE C情報公式アカウントをフォローして、神戸
のアート・カルチャーをお楽しみください！

＃KOBE C情報 Instagram 3つのポイント！

＃Instagramのはじめかた

�

イベント情報を
タイムリーに配信

ジャンル・月別の
イベント検索が便利

近日開催予定のイベント
情報を随時発信。パソコ
ンやスマートフォンから、
いつでも手軽にチェックで
きます。

ジャンルや開催月のハッ
シュタグ#（半角のシャープ
が文頭についたキーワード
のこと）で検索すれば、ジャ
ンルごと、開催月ごとにイベ
ントが表示されます。

誌面と変わらず
4ジャンルを紹介
アート、ミュージック、シア
ター、シネマの4ジャンルか
ら、神戸を中心に様々なイ
ベントを紹介します。豊富な
作品画像も楽しめます。

二次元コード Instagramネームタグ

このアイコンが
目印！

つつじ約4000株の甘い香りが
日本庭園いっぱいに広がります

神戸市立 相楽園 ＜所在地・問い合わせ＞〒650-0004 神戸市中央区中山手通5-3-1 ☎078-351-5155　くわしくはホームページ
＜交通＞神戸市営地下鉄「県庁前」駅下車、北へ徒歩約5分／JR・阪神電車「元町」駅下車、北へ徒歩約10分 ※駐車場はありません。公共交通機関でお越しいただくか近隣の駐車場をご利用ください。

神戸市立相楽園 検索

●お茶席                 4月26日（日）5月2日（土）・3日（日・祝）11：00～13：00
●音楽イベント       4月25日（土）・26日（日）・29日（水・祝）
　　　　　　　　　 5月1日（金）～6日（水・休）の毎日
●春の山野草展    4月29日（水・祝）～5月5日（火・祝）

つつじ遊山
ゆ さん

関連イベント

9：00～17:00（入園は16：30まで）

4/25（土）～5/6（水・休） 

大人（15歳以上）300円、
小人（小学生・中学生）150円

開園時間

入園料

期間
土）・3日（日・祝）11：00～13：00

期間中は毎日
旧ハッサム住宅を公開

！この情報誌を
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
、

ラディッシュミ
ックスの種を

プレゼント！

※有効期間：
4/25（土）～

5/6（水・休）

期間中
無休

※写真はイメージです

3/23 本格始動！

Instagram（インスタグラム）とは？
Instagramは、写真や動画を投稿・共有するSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）です。
知りたい情報をイベントの画像から選ぶことができます。



「KOBE C情報」は今号を持って紙媒体での発行を終了し、インスタグラムでの情報発信を行ってい
きます。今後も公演情報をお寄せください。
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、FAX番号、メールアドレス）を記入の上、下記へ。
〒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6月5日の行事は4月15日必着です）。
   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】4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）。
※1213は5月末まで有効の鑑賞券です。プレゼントは4月7日（火）以降の発送となります。
※12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）。

ART MUSEUM
❶コートールド美術館展（神戸市立博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❷伝説の霊獣 龍と鳳凰（香雪美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸江戸とんぼを探る（KOBEとんぼ玉ミュージアム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹生誕120年 水彩画家 別所博資展（神戸ゆかりの美術館）・・・・・・・・・ペア5組
❺小磯・ポーズ・デッサン（神戸市立小磯記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❻木材曲げ加工の技術革新と家具デザイン（竹中大工道具館）・・・・・・ペア5組
❼メスキータ展（西宮市大谷記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❽あんびるやすこ作品展（明石市立文化博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❾みどりのコンサート29『鳥の歌』（みどりのコンサート実行委員会）・・・・・・・・ペア5組
THEATER
10井上定期能（井上定期会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
CINEMA
11活弁ライブ『奇傑ゾロ』（OSシネマズ 神戸ハーバーランド）・・・・・・・・・・・・・・・・ペア1組
12「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
13「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
14芳華－Youth－（神戸映画サークル協議会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT

KOBE JAZZ DAY 4／4㊏～14㊋
ライブハウスキャンペーンに参加しよう！

「KOBE JAZZ DAY 2020」の開催に合わせて実施し、毎年好評のジャ
ズライブハウスキャンペーンが今年もスタートする。4月4日から14日まで
の期間中、「KOBE JAZZ DAY 2020」のチラシや当日配布のプログラ
ム、チケットを持参すると、ジャズライブ等を行っている市内のクラブや
カフェ、バー等でさまざまなサービスを受けられる。この機会に、気にな
るお店にぜひ足を踏み入れてみて！
チラシは神戸文化ホールや各区民センター等で配布中。

「神戸ジャズの日」である4月4日には、神戸を代表するジャズ奏者の一
人広瀬未来（トランペット）らが神戸の中心地でジャズ演奏を披露。
ジャズの街神戸を盛り上げる。
●日時　4月4日（土）①14:00～ ②15:45～
●場所　神戸国際会館SOL 1階サンクンガーデン（中央区御幸通8-1-6）
●料金　無料

Jazz Town Kobe 検索

会計を10～20％引きや1ドリンクサービス、ジャズライブ
を前売り料金で入場等、サービスが盛りだくさん！

〈キャンペーン参加店舗〉
オムビーフシチューカレーの店 風見鶏のタマゴ、Kobe Live House BIG 
APPLE、Music Bar Ellie’S、MIDNIGHT SUN、Y’S ROAD、JAZZLIVE＆
RESTAURANT SONE、Bar Martini、Jazz＆Booze さりげなく、Live House 
Great Blue、JAZZ BAR グッドマン、MOKUBA’S TAVERN 木馬、JAVA、ジャ
ズ喫茶 jamjam、Funky＆Soul JazzBar Doodlin’、Jazz＆Coffee M＆M、お好
み焼きとジャズ 葱焼倶楽部、ラウンジ＆バー グラン・ブルー

4／4神戸ジャズの日記念 スペシャルジャズコンサート

INFORMATION

第14回神戸新人音楽賞コンクール出場者募集

第28回 60歳からのデビュー
「あなたにシャンソンを」出場者募集！

神戸文化ホール
スプリングジャンボリー2020 申し込み受け付け中

神戸との関わりや神戸への思いをもつ若手音楽家を対象にしたコンクールの
出場者を募集します。声楽、ピアノ、管弦打楽器、作曲の4分野で実施します。

出場者それぞれの思いのこもったステージをつくり上げませんか。

特集ページで取り上げたスプリングジャンボリーは事前申し込みが必要
な企画があります。ご家族やお友達と一緒にお申し込みください。

●審査日程／1次予選（録音音源による審査）後、第2次予選（公開審査）を
                   7月19日（日）、本選・表彰式を9月13日（日）に開催
●募集部門／声楽、ピアノ、管弦打楽器、作曲
●対象／神戸との関わりのある方、または神戸へのおもいのある方で2020年
             9月13日時点で満17歳以上35歳以下の方
●参加費／第1次予選5,000円、第2次予選10,000円、本選はチケット代負担
●申し込み／応募用紙を各区民センター・ホームページから入手し、応募用
　　　　　 紙に必要事項を記入し、作曲部門は楽譜、その他の部門は音源を
               添えて2020年4月1日（水）～6月15日（月）の期間中に当日消印
               有効で下記まで郵送
●問い合わせ・郵送先／
神戸芸術文化会議「第14回 神戸新人音楽賞コンクール」係 ☎322-5165
（〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市文化スポーツ局文化交流課内）

●開催日時／7月27日（月）・28日（火）13：00開演
●場所／舞子ビラ神戸 あじさいホール
●対象／2020年7月1日時点で満60歳以上のアマチュアの方
●参加費／13,000円（チケット1枚分を含む）
●募集組数／各日60名（申し込み多数の場合は抽選）
●申し込み／申込書に必要事項を記入し、応募曲を自身が歌い録音した
　　　　　 CD（またはカセットテープ）、自身が歌うキーで書かれた楽譜
               を添えて5月25日（月）必着で下記まで郵送。※録音物とケース、
               楽譜には必ず名前と曲名を明記
●問い合わせ・郵送先／
（公財）神戸市民文化振興財団「60歳からのデビュー」係 ☎351-3597
（〒650-0017 神戸市中央区楠町4-2-2）

⑴わくわく★楽器作り
　時間　①11:00②14:00
　対象　年中～小学生※小学3年生までは保護者同伴
⑵ドキドキ★ダンスワークショップ
　時間　①11:00②14:00
　対象　年中～小学生※保護者同伴可
⑶ぐるぐる★忍者のホール探検
　時間　13:00
　対象　年中～小学生※未就学児は保護者同伴
●申し込み方法／①氏名（ふりがな）②年齢／学年③性別④住所⑤電話　
　番号⑥メールアドレス⑦参加希望プログラム（実施時間も）を明記し、
　下記へメールまたはFAXで送付
●申し込み先／　 kobebunkahall@kobe-bunka.jp FAX351-3121
●問い合わせ／神戸文化ホール ☎351-3535


