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絵画で知る羅
漢
さ
ん

らかん

「十六羅漢図」A本のうち 尊者3
南北朝～室町時代（14世紀）

「十六羅漢図」A本のうち 尊者12

石像の五百羅漢でも知られる、仏教の修行によって
最高段階に達した人 「々羅漢」。日本には8世紀に
伝わり、鎌倉時代をピークに絵画や彫刻が盛んに
作られ信仰されてきた。東洋の古美術品を収蔵する
香雪美術館では5月18日から、羅漢をテーマにした
初のコレクション展を開催する。今回、展示される
のは全て絵画作品。羅漢を描いた絵画（羅漢図）を通し
て新しい発見を楽しもう！



香雪美
術館
の

Point1
14世紀、南北朝から室町時代に日本で
描かれた作品。観音や阿弥陀等を描
く仏教美術には持ち物や容姿等に決
まりがあるが、羅漢図は自由に表現さ
れている。そのため、描かれた従者や背
景、人物の持ち物、法衣の模様等が多
彩！この絵のように仏具の磬子（大
型の鉢形の鳴物）が描かれた羅漢図
は珍しいそう。

Point2
この作品は、中国の羅漢図を基
に江戸時代の終わりに描かれた
もの。絵の中心に大きく描かれ
ている羅漢は風貌からインドの
人、横の従者は中国の人と考え
られる。日本で好んで描かれた
作風で、鎌倉時代、南北朝時代に
も同様の中国の作品を基にした
と考えられる作品が残っている。

展示作品に描かれて
いる工芸品も登場。
これは、14～15世紀
に中国で作られた、
手のひらサイズの漆塗
のお香入れ。

「阿羅漢」ともいい、修行によって仏教
の最高段階に達し、悟りを開いた人の
ことを指す。古代インドの文語であった
サンスクリット語のarhan（アルハン）に由
来する。絵画のほか木造の彫像や石像で現

わされてきた。『西遊記』の主人公の一人で
ある唐の僧、玄奘三蔵が経典に記した16
人の羅漢「十六羅漢」をモデルにするこ
とが多い。五百羅漢で知られる石像
で造られた羅漢像は比較的新し

い時代のものが多い。

羅漢とは

8世紀、日本に伝わった羅漢は、深く信仰されてきまし
た。京都・高山寺を開山した鎌倉時代の僧、明恵は、釈迦
への思慕の念から羅漢に強くあこがれ、羅漢を讃える書
物を著しました。僧たちにとって羅漢さんはより身近な
存在だったのかもしれません。
作品を細部まで見てみると、グラデーションを使って空
間が表現されたり、羅漢の衣に細かく文様が描かれたり
しています。じっくりと鑑賞を楽しんでください。

学芸員 郷司泰仁さん

羅漢さん 
仏教を護る聖者たち

日  ～7／15㊊㊗
休    月曜  ※7／15は開館
所    香雪美術館（東灘区御影郡家2-12-1）
￥    一般700円、高大450円、中学生以下無料
問  同館 ☎841-0652

「十六羅漢図」A本のうち 尊者16

「十六羅漢図」B本のうち 尊者5
江戸時代（18～19世紀）伝楊茂「山水人物図堆朱香合」

中国・明時代（14～15世紀）

げんじょうさんぞう

け い す

みょうえ

まも

朝日新聞社の創業者、村山龍平が収集したコレクションを収蔵する香雪美術
館。今回展示するのは2セットの羅漢図で、全32作品を展示するのは初めて。香雪美
術館学芸員の郷司泰仁さんに聞いた羅漢図の注目点も参考に作品の細部まで目
をこらしてみると、様々な発見があるはず！



日  ～7／15㊊㊗
休    月曜  ※7／15は開館
所    香雪美術館（東灘区御影郡家2-12-1）
￥    一般700円、高大450円、中学生以下無料
問  同館 ☎841-0652 普段、そう大きく目にすることがないアーティストやイベントのことが

のっていて、おもしろいです。（高砂市 藤原さん）
VOICEいつも貴誌の情報をもとに、三田から神戸の街をぶらりと散策しています。

（三田市 山田さん）
VOICE

※休館日は、祝休日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｡

縄文時代中期の土器
（丁・柳ケ瀬遺跡 姫路市出土）

 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 ☎325-2201

素材博覧会 -KOBE 2019-
6／13（木）～15(土) ●￥入場無料
●問ジャパンビーズソサエティ ☎331-0884

兵庫の出土品から辿る約1万年の縄文の世界

縄文土器とその世界

ART［アート］

selection

 神戸文学館
灘区王子町3-1-2 ☎882-2028
□休水曜

モダニズムの原風景
竹中郁と原田の森
～6／9（日） ●￥無料

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

第15回 Kobe植物画会
ボタニカルアート展
植物の表情を緻密に描いた約100点の
ボタニカルアートを、全フロアに展示する。
6／19（水）～23（日） ●￥無料

 フォトカフェ
中央区元町通4-5-15 ☎201-9720
□休5／27（月）～30（木）

山本雅夫写真展「憂歌（ブルース）」
かつての兵庫津や灘の高架下周辺の
憂いを帯びた建物を写した写真展。
5／24（金）～6／2（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

風の会 水彩画展
5／31（金）～6／5（水） ●￥無料

兵庫県立考古博物館

～6／23㊐ ●所 加古郡播磨町大中1-1-1  ●休 月曜休館
●￥ 一般500円、大学生400円、70歳以上250円、高校生以下無料
●問 ☎079-437-5589

縄文を扱った映画や35万人が足を運んだ
特別展等、今、注目を集める“縄文”。兵庫
県内の縄文遺跡から発掘された土器や土
偶約250点を展示する。東日本で出土し
た、縄文時代を代表する火焔型土器や遮
光器土偶も並ぶので、西日本の出土品との
違いを比較しながら鑑賞できる楽しみも。

 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 

水族館、ガラスで表現された生物たち
6／8（土）～9／10（火）
●￥一般400円、中小200円

 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 deux
☎262-8058 □休会期中無休

川端祥夫展「夢の痕跡」
6／15（土）～20（木） ●￥無料

横尾忠則の作品に散りばめられたユー
モアやウィット、その構成要素となってい
る謎と毒に注目し、彼の芸術世界の鍵と
なる「笑い」に焦点を当てる。本来出会
うことのないモチーフの組み合わせや夢
の中のような不条理な場面設定など、鑑
賞者への挑戦とも取れる笑いの正体を
探る。

5／25㊏～8／25㊐ ●所 灘区原田通3-8-30 ●休 月曜休館
●￥ 一般700円､大学生550円、70歳以上350円、高校生以下無料
●問 ☎855-5607　

横尾忠則現代美術館

人食いザメと金髪美女

笑う横尾忠則展
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 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

伝説のファッションデザイナー 
鳥丸軍雪展
～6／23（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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 神戸ゆかりの美術館
東灘区向洋町中2-9-1 ☎858-1520
□休月曜

絵画と社会～神戸の行動美術、各人の道～
～6／2（日） ●￥一般200円、
大学生・65歳以上100円、高校生以下無料

ヒグチユウコ展 CIRCUS
6／15（土）～9／1（日）
●￥一般1,000円、大学生500円、
高校生以下無料

 白鶴美術館
東灘区住吉山手6-1-1 ☎851-6001
□休月曜

本館 白鶴美術館の中国陶磁器
釉色への憧憬－宋時代を中心に－

新館 コーカサスの絨毯
～6／9（日） ●￥一般800円、
大高・65歳以上500円、中小250円

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

芦屋写真展2019
芦屋を拠点に日本の写真芸術を牽引し
た写真グループ「芦屋カメラクラブ」の伝
統を受け継ぐ芦屋写真協会が主催する
公募写真展。
6／5（水）～9（日） ●￥無料

 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

企画展にみる10年の成果 
美術館を紡いだ作家たち
～6／16（日） ●￥一般400円、
65歳以上200円、大学生以下無料

 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

堀尾貞治・昭子の世界Ⅱ
「記録」と「記憶」 三浦徹コレクション
戦後の前衛美術運動を牽引し、昨年11
月に急逝するまで神戸を拠点に制作を続
けた堀尾貞治と妻・昭子の作品を展示。
～7／20（土） ●￥無料 

か　えん

 こう　き

しゃ 

兵庫県立考古博物館 社会教育推進専門員 深井明比古さん
今回の展示は、日本を代表する縄文時代の遺物である火焔型土器
や遮光器土偶などを通して、芸術性にあふれた心を感じていただけ

ます。また、1万年以上に及ぶ縄文の世界を検証し、県内各地の出土品から、
生活・墓・マツリや広域的な交流など当時の様子を紹介します。縄文土器など
250点を展示するほか、県内外での研究の最新成果を盛り込んだ展覧会で
す。講演会やイベントも多数開催します。お楽しみに！

みどころ

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜

HUG+展2019
障がいを持つ人の絵画、書、写真、陶芸
など多彩な作品が神戸中から集まる。
6／22（土）～26（水） ●￥無料
●問こうべ障がい者芸術フェスタ実行委員
会事務局 ☎271-5330

ギャラリー棟3階ギャラリー

 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

第17回伝統工芸木竹展（第1回神戸展）
伝統を継承しながら現代の生活に即し
た木竹工芸作品を紹介する。
～6／9（日）
●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料

 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

小磯良平作品選Ⅰ－小磯芸術の流れ－
～6／30（日）
●￥一般200円、大学生100円、
高校生以下無料
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《ライオンと緑の月》 1996年
作家蔵（横尾忠則現代美術館寄託）

3

大手建材メーカーが有する
国内屈指の絵画コレクショ
ンを、兵庫県内で初めて公
開する。19世紀から20世
紀にかけての印象派をはじ
めとするフランス近代絵画
を中心に、ルノワール、ミレ
ー、ゴッホ、ピカソら28作家
72作品を展示。多様性を
持ちながら大きく揺れ動く近代美術の歴史を展望できる。

印象派からその先へ―

世界に誇る吉野石膏コレクション

兵庫県立美術館

6／1㊏～7／21㊐ ●所 中央区脇浜海岸通1-1-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般1,300円、大学生900円、70歳以上650円、高校生以下無料
●問 ☎262-0901

フィンセント・ファン・ゴッホ
《雪原で薪を運ぶ人々》1884年

油彩／カンヴァス 吉野石膏コレクション

 西宮市大谷記念美術館
西宮市中浜町4-38 ☎0798-33-0164

山沢栄子　私の現代
日本の女性写真家の草分けである山沢
栄子の芸術家としての歩みをたどる。
5／25（土）～7／28（日）
●￥一般800円、高大600円、中小400円

市外の美術館・博物館情報
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こんなにたくさんの情報!読んでるだけでもわくわくして、元気が出てきます。
（灘区 手島さん）

VOICE地域密着のイベント情報誌として、毎月我が家の行楽のお供に
欠かせない一冊です！！（垂水区 田中さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
6／19（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
6／19（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館 
6／8（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］

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｡

独奏にエリーザベト・ヴェーバーを迎えて

神戸市室内管弦楽団 定期演奏会
多くの音楽家に影響を与えたバッハにつながる音
楽家、バルトーク、ブリテンを取り上げる神戸市室内
管弦楽団の演奏会。後進の指導にあたりながら国
際的な演奏活動を行うドイツのバイオリン奏者、エ
リーザベト・ヴェーバーをソリストに迎え、バッハのブラ
ンデンブルク協奏曲第3番ト長調ほかを演奏する。

神戸文化ホール 中ホール

6／1㊏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
●問 （公財）神戸市民文化振興財団演奏課 ☎361-7241

 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
原田えみクラリネットリサイタル
6／7（金）18：30 ●￥1,500円
●問（公財）兵庫県芸術文化協会
☎321-2002

 100BANホール
中央区江戸町100高砂ビル2階 ☎331-1728

福盛進也&田中鮎美Special Unit
欧州在住・気鋭のアーティスト、福盛進也
（ドラム）、田中鮎美（ピアノ）らのジャズ演奏。
6／24（月）19:30 ●￥一般4,000（3,500）円、
学生2,000（1,500）円

 世良美術館
東灘区御影2-5-21 ☎822-6456

Eine kleine poetische Matinée
～ささやかで詩的な午后～
木澤香俚（ソプラノ）と岩城智由理（ピア
ノ）によるコンサート。シューベルト、マー
ラー、グリーグ等の作品を演奏する。
6／8（土）・16（日）14:00 ●￥3,500円※前売りのみ

エリーザベト・ヴェーバー

大ホール

 葺合文化センター
中央区旗塚通4-4-1 ☎242-0414

こころ躍るミュージカルナンバー
コンサート
神戸市混声合唱団が、思わず躍りだした
くなるミュージカルの名曲を楽しく披露。
ホール全体を使った楽しい演出にも注目。
6／23（日）14:00 ●￥一般2,000（1,500）円、
30歳以下700円

ハンガリーの一流オーケストラの首
席奏者たちをメンバーとするブダペ
スト室内楽団の演奏会。リストのハ
ンガリー狂詩曲第2番、ブラームス
のハンガリー舞曲等、幅広い作品を披露する。

6／27㊍19：00開演
●所 中央区東川崎町1-5-7 ●￥ 2,500円
●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

神戸新聞松方ホール

幅広いレパートリーを余すところなく

ブダペスト室内楽団

ブダペスト室内楽団

 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

六甲ヒルズ室内オーケストラ
第8回 定期演奏会
ヴィヴァルディの「弦楽のための協奏
曲」ホ短調RV134ほかを演奏。リコー
ダー独奏の作品も。
6／1（土）14:00 ●￥無料
●問同楽団事務局 ☎080-3785-1182 

神戸聖愛教会

6／1㊏15:00開演
●所 中央区生田町1-1-27 ●￥ 一般3,500円、学生2,000円
●問 サギタリウス350事務局 ☎801-0040

バッハを生んだドイツバロック音楽を代表する作曲家

ハインリヒ・シュッツ『ダビデ詩編歌』
バロック時代のドイツの作曲家、ハ
インリヒ・シュッツが1619年6月1
日に出版した曲集を、400年後に
当たる日に演奏する。眞木喜規ら
の声楽グループ「ヴォイスペクティ
ヴ」と笠原雅仁ら古楽器奏者によ
る「アンサンブル・プリンチピ・ヴェネ
ツィアーニ」、合唱は「16～17世紀の宗教合唱曲を歌う会」。

ヴォイスペクティヴ アンサンブル・
プリンチピ・

ヴェネツィアーニ

ヤヌシュ・プルシノフスキ・
コンパニャ

6／13㊍19:00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 ハーモニーフィールズ ☎0798-55-9833

ポーランドの農村に伝わる舞曲「農村マズル
カ」。幼いショパンも熱心にその音楽に耳を傾
けたといわれるこの音楽を、農村に足繁く通っ
て復活させたポーランドの音楽家、ヤヌシュ・プ
ルシノフスキ率いる音楽バンドが披露する。ワ
ルシャワで盛り上がりをみせる野性的で自由な
農村音楽を身近に感じられる絶好の機会。

100BANホール

祖国を思うショパンの魂に迫る「農村マズルカの世界」

ヤヌシュ・プルシノフスキ・コンパニャ神戸公演

8

 西区民センター なでしこホール
西区糀台5-6-1 ☎991-8321

神戸音楽家協会会員による
なでしこホールコンサート
西区とその近辺に在住の音楽家24人
が、声楽からピアノ、マリンバ、管弦楽器
まで多彩な音楽を届ける。毎回好評の
出演者の器楽伴奏による、客席も一緒
になっての合唱も。
6／23（日）13:30 ●￥1,200（1,000）円

10

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

ミュー室内管弦楽団
第21回定期演奏会
ドイツ音楽をレパートリーとする市民楽団
の演奏会。
6／9（日）14:00 ●￥500円
●問　mukammer.jim@gmail.com

大ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

ラピスドリームオーケストラ
アンコール演奏会2019
ゲーム音楽の演奏を行うアマチュアオー
ケストラの就学児以上を対象とした演奏
会。2部構成で様 な々作品を披露する。
6／9（日）14:00 ●￥無料
●問　webmaster@lapisdream.org

 東灘区民ホール うはらホール
東灘区住吉東町5-1-16 ☎822-8333

全日本シャンソン・ポピュレール
コンクール2019 セミファイナル
シャンソンからミュージカルまで西洋のポ
ピュラーソングのコンクール。地区大会
で選ばれた出場者が歌声を響かせる。
6／1（土）16:00 
●￥4,500（4,000）円
●問（一社）日仏友好シャンソンKAKEHASHI
☎381-6202

第49回マンドリンアンサンブル協演会
春へのノスタルジア
マンドリン合奏の演奏会。飯田美奈子
（ソプラノ）を迎え、プッチーニの作品も。
編曲・指揮は川口優和。
6／2（日）14:00 ●￥2,500円
●問関西マンドリン合奏団 ☎511-1445

バッハクライス神戸 第13回定期演奏会
曲目はバッハの教会カンタータ「目覚めよと、わ
れらに呼ばわる物見らの声」ＢＷＶ140ほか。
6／22（土）14:30 ●￥1,500円
●問　BachKreis.Info@gmail.com

神戸文化ホール第九合唱団特別演奏会 
みんなでハレルヤ！
2018年の神戸文化ホール第九合唱団
が出演し、ソリストとともにモーツァルトの
ミサソレムニスやヘンデルのメサイヤを歌
い上げる。昨年1年間の練習で身に付
けた歌声を披露する。
6／23（日）14:00 ●￥2,000円

ボンジュール フランス！ vol.25
～パリ万博 1889～
神戸フォーレ協会に所属するメンバー
が、ラヴェルやドビュッシーらフランスの作
曲家やフランスをテーマにした歌曲やピ
アノ作品を演奏する。
6／30（日）14:00 ●￥2,000円
●問神戸フォーレ協会 ☎080-3132-8913

9

 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

フランティシェック・ノボトニー＆
伊藤ルミ デュオ2019
6／29（土）15:00
●￥一般4,000（3,500）円、
18歳以下1,000円※前売りのみ

 六甲オルゴールミュージアム
灘区六甲山町北六甲4512-145  ☎891-1284

特集コンサート 「花 と々オルゴール
～KOBE香水物語に包まれて～」
～7／11（木） ●￥中学生以上1,030円、
4歳～小学生510円※入館料として



CULTURE

 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
黄色いリボン
ジョン・フォード監督の騎兵隊三部作の一作。
6／22（土）16:00 ●￥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

芳華 Youth
1970年代の中国が舞台の青春ラブス
トーリー。
6／15（土）～28（金）
●￥一般1,700円、大専1,400円、
高中小1,000円、60歳以上1,100円

神戸市と近くの町の文化情報が分かるので、三ノ宮に途中下車して
手に入れています。（湯梨浜町 山田さん）

VOICE紙面を見ていると、KOBEは昔も今も、洋楽とシネマの街だと、強く感じます。
（芦屋市 三谷さん）

VOICE

デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）

神戸を拠点に活動する振付家の岡登志子
が、KOBE ART AWARD大賞、神戸市文
化賞を受賞した記念公演。クルト・ヨース振
付の『緑のテーブル』（1932）に着想を得て、“人が生きていく中で何が
大切か”をテーマに彼女が創作した作品。自身が主宰するダンスカンパ
ニー等とともに再演する。

THEATER［シアター］

selection

6／1㊏16:00開演 ●所 中央区小野浜町1-4
●￥ 一般2,000円、中学生以下無料※要予約・定員あり
●問 アンサンブル・ゾネ ☎0797-38-7335

笑って共感して前向きに

アイ・フィール・プリティ！人生最高のハプニング

CINEMA［シネマ］

selection

自分の容姿に自信を持てなかった女性が
ある日、頭を強く打ったショックで「絶世の
美女に変身した」と勘違い。超前向きな思
考で人生を切り開いていく。世界共通の
女性の悩みをコメディタッチで描く。

パルシネマしんこうえん

6／8㊏～18㊋ ●所 兵庫区新開地1-4-3
●￥ 一般1,200円、大専・シニア1,000円、高中900円、小学生700円
●問 ☎575-7879

『緑のテーブル2017』2017年

※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｡

コンテンポラリーダンスの名作を現代に

緑のテーブル2017

 凮月堂ホール
中央区元町通3-3-10 ☎321-2391

木津川計の一人語り劇場
新作初演「浦島太郎」
「玉手箱」をキーワードに『浦島太郎』を語る。
6／23（日）15:00
●￥3,500（3,000）円※創作和菓子とお茶付
●問神戸芝居カーニバル実行委員会
☎090-1914-4907

 湊川神社神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

第3回神戸公演 照の会
演目は、天の岩戸伝説を三輪明神が再現
する能『三輪 白式神神楽』、『放下僧』。
6／30（日）13:00
●￥一般席6,000円、指定席7,000円 
●問夙川能舞台瓦照苑 ☎0798-55-7362

 神戸ポートオアシス
中央区新港町5-2 ☎333-2822

みやざきの神楽 神戸公演2019
宮崎県新富町に伝わる新田神楽を披
露。勇壮活発な舞が特徴で、わら縄を一
刀両断する「綱切」に注目。
6／29（土）13:30 ●￥無料※要事前申込、先着順 
●問同事務局 ☎391-5533

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

文之助・九雀・吉弥の
神戸らくごビレッジその103
6／5（水）19:00 ●￥3,000（2,500）円
●問さかいひろこworks ☎06-6155-5561

 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

『タイタニック』ラスト上映
『タイタニック』の国内上映が6月で終了
するのに合わせた特別上映。
6／29（土）、30（日）
●￥一般800円、学生500円

香港を舞台に描く現代女性の生き方

29歳問題
一つ歳を重ねるだけなのに、29歳から30
歳になることが特別な意味を持つのは万
国共通なのか？香港を舞台に、30歳を目
前に仕事や私生活で不安や葛藤を募らせるヒロインが、自分と対照
的な同年齢の女性と出会い生き方を見つめ直す。

神戸アートビレッジセンター KAVCホール

6／21㊎①11:00②14:00③19:00、22㊏①11:00②14:00③18:00
●所 兵庫区新開地5-3-14
●￥ 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

既公演よりイメージ

神戸文化ホール 大ホール

歌舞伎を身近に感じてもらうための鑑賞会。
見どころは江戸時代中期に活躍した画家・
円山応挙の『幽霊図』を題材にした落語が
原案で、絵から抜け出した幽霊が繰り広げるおかしな騒動を描く『応挙
の幽霊』。立ち廻りを体験できるワークショップも。

6／28㊎14:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 一般2,000円、大学生以下1,500円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

抱腹絶倒の楽しい作品で歌舞伎を知る

歌舞伎鑑賞教室 応挙の幽霊

 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

RBG 最強の85才
85歳で現役の米国・最高裁判所判事
の女性の信念と、家族との愛情を写した
ドキュメンタリー映画。
6／21（金）～
●￥一般1,800円、大専1,500円、
シニア1,100円、高校生以下1,000円

 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
プーランク『カルメル会修道女の対話』
フランス革命末期の暴力の嵐の中で処
刑された16人の修道女たちの実話を、
フランス人作曲家プーランクがオペラ化
した作品。
6／7（金）～13（木）
●￥一般3,600円、学生2,500円

KAVCホール

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

KAVC FLAG COMPANY 2019-2020
匿名劇壇『大暴力』
同センター舞台芸術プログラムディレク
ターのウォーリー木下が関西を拠点に
意欲的な作品に取り組む7劇団をピッ
クアップ。1年を通して同センターで7劇
団の公演を上演する第一弾。言葉の面
白さに特化した短編作品。
6／7（金）～9（日）
●￥一般3,800（3,500）円、
学生2,800（2,500）円、
高校生以下1,000円※要予約

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0908

KEN-Vi名画サロン 高畑勲監督追悼
セロ弾きのゴーシュ
2018年に逝去したアニメ監督の高畑勲監
督が、幼少期から愛読してきたという宮沢賢
治の原作をアニメ化した1982年の作品。
6／8（土）①10:30②12:30③14:30④16:00
●￥一般1,000円、3歳～中学生500円 
●問兵庫県映画センター ☎331-6100

ミュージアムホール1階

13

 神戸学生青年センター
灘区山田町3-1-1 ☎851-2760

河東けいのひとり語り
「母～多喜二の母～」
6／30（日）14:00 ●￥一般2,500（2,000）円、
障がい者・高校生以下1,500円
●問神戸芝居カーニバル実行委員会
☎090-1914-4907

11

 伊丹市立演劇ホール（アイホール）
伊丹市伊丹2-4-1 ☎072-782-2000

次世代応援企画break a leg
ばぶれるりぐる『ほたえる人ら』
過疎化が進む村に移住者を呼び込もう
と奔走する区長とそれを阻む村人とのユ
ーモアあふれる会話劇。
6／14（金）～16（日）
●￥一般3,500（3,300）円、
学生2,700（2,500）円

市外の催し

12

14

 元町映画館
中央区元町通4-1-12 ☎366-2636

マイ・ブックショップ
1959年、保守的なイギリスの小さな町
で、周囲の反対に遭いながら町で初めて
の書店を開いた女性の奮闘記。原作者
はペネロピ・フィッツジェラルド。
5／25（土）～ ●￥一般1,700円、
シニア1,100円、学生1,000円

15

にゅうた



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8月5日の行事は6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】6月5日（水）必着。
※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のプレゼントは、6月14日（金）19:30開演の公演チケットです。
※1315のプレゼントは、6月6日（木）以降の発送となります。
※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羅漢さん 仏教を護る聖者たち（香雪美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
ART MUSEUM
❷縄文土器とその世界（兵庫県立考古博物館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❸世界に誇る吉野石膏コレクション（兵庫県立美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❹笑う横尾忠則展（横尾忠則現代美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺小磯良平作品選Ⅰ－小磯芸術の流れ－（神戸市立小磯記念美術館）・・・ペア5組
❻伝説のファッションデザイナー 鳥丸軍雪展（神戸ファッション美術館）・・・ペア5組
❼山沢栄子　私の現代（西宮市大谷記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❽ブダペスト室内楽団（神戸新聞松方ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
❾ボンジュール フランス！ vol.25（神戸フォーレ協会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
10なでしこホールコンサート（なでしこホールコンサート実行委員会）・・・・・・・・・・ペア3組
THEATER
11河東けいのひとり語り「母～多喜二の母～」（神戸芝居カーニバル実行委員会）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア1組
12ばぶれるりぐる『ほたえる人ら』（伊丹市立演劇ホール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア1組
CINEMA
13「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
1429歳問題（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
裏表紙
16第78回定期演奏会（神戸フィルハーモニック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組

PRESENT ジャズを愛する大学生が結集
Spring Jazz Cruise 2019

CULTURE

INFORMATION

関西のジャズ研究会に所属する大
学生でつくるSwing Jazz Cruise
（スイング・ジャズ・クルーズ＝SJC）
が企画するジャズイベントが今年も
開催される。関西でジャズに打ち込
む大学生たちが大結集。ジャズへの熱い思いを込めた演奏を繰り広
げる。

ジャズになじみのない方も、より気軽に参加できるイベントを目指して
準備を進めています。今回は少人数編成のバンドがたくさん登場しま
す。音楽の魅力を発信し、来場していただいた方と一緒に楽しめる空
間をつくっていきたいです。ぜひ遊びに来てください。

■日時　6月16日（日）12:30～16:00頃※雨天中止
■場所　神戸ハーバーランド（光の広場、希望の広場、カルメニ）
■問い合わせ　　sjckobe@gmail.com

シュトラウス2世、モーツァルト、
ブラームスの作品から、ウィーン
の街の薫りを届ける。

6月29日（土）14:00開演
●会場／神戸文化ホール 大ホール（中央区楠町4-2-2）
●料金／一般3,000（前売り2,500）円、大学生以下1,000円
●問い合わせ／神戸フィルハーモニック後援会事務局 ☎080-1519-1183

●日時　6月9日（日）12:00開演
●会場　神戸文化ホール 中ホール
          　（中央区楠町4-2-2）
●料金　1,000円
●問い合わせ
              （公財）神戸市民文化振興財団
              ☎351-3597

検索Swing Jazz Cruise

歴史vol.1

「ウィーンの音楽」

検索神戸フィルハーモニック

神戸フィルハーモニック
第78回 定期演奏会 第44回 神戸三曲協会演奏会

実行委員会の皆さんからメッセージ

神戸文化ホールを舞台に、楽しいアートフェスティバル「サマージャンボリー
2019」を開催します。今年は「オカシナ♥セカイ」をテーマに様々なワーク
ショップを実施します。

❶ダンスワークショップ
   日時 8月3日（土）10:00～12:00　
　対象 1歳以上どなたでも　料金 500円
❷楽器作りワークショップ
   日時 8月3日（土）13:00～14:30
　対象 幼児～小学生※小学3年生までは保護者同伴　
　料金 500円
❸ダンボールワークショップ
   日時 8月3日（土）13:00～17:00 ※4回に分けて開催
　対象 4歳以上　料金 無料
❹コマ撮りワークショップ
   日時 8月28日（水）10:00～15:10 ※3回に分けて開催
　対象 小学1年生～6年生　料金 500円

神戸文化ホール サマージャンボリー2019
「オカシナ♥セカイ」ワークショップ参加者募集

●申し込み　いずれもメールまたはファクスに①氏名（ふりがな）②年齢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名を明記
し、　 kobebunkahall@kobe-bunka.jp FAX078-351-3121へ。
※定員になり次第締め切ります。詳しくはお問い合わせください。
●お問い合わせ　神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

筝・三絃・尺八が奏でる日本の伝統音楽を、様々な会派の演奏で
お楽しみください。
〈出演会派・学校〉神戸龍谷高等学校筝曲部、山田流関西箏楽会、筑紫会、
日本当道会、新絃社、（公社）当道音楽会、宮城会、生田流筝曲貴奏会、潮美会、
（一財）日本当道音楽会、阪友会、上田流、神戸研箏会、新都山流、琴古流
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