


2

姫路市初の
ジ ュニアオーケ ス トラ に、
チー フア ド バイザ ーと し て就任

姫路市ヴ ァイオ リ ン教室講師　 藤  井  たみ 子  さん
ふじ い こ

るのは人間だけ。音楽は生活を豊かにするし、人生をドラ
マティックにもする。子どもの頃から音楽にふれ、気が付
くともう音楽から離れられなくなっている、というのが理
想」。
　ジュニアオーケストラについても「花火のようにパッと
上手になるのではなく、まずは楽しんで、それから少しず
つ上手になれば」といい、「音楽はとても素晴らしく大きな
もので、近づくほど少しずつ中身が見えてくる。オーケス
トラの活動は、音楽に関心をもついいインパクトになると
思う。地元の先生方の力をお借りして、わたしも体力の続
く限り、姫路市の音楽文化の発展に貢献したい」と話して
います。

※「姫路市ジュニアオーケストラ」第１期生募集は
　５月１５日金締切。詳細は６ページをご覧ください。

　小学１年生から６年生が在籍する「姫路市ヴァイオリン
教室」をはじめ、教室卒業生で結成した「姫路ユースアン
サンブル」、卒業生の母親による「アンサンブルＳＯＣＯＳＯ
ＣＯ」、弦楽団体による「姫路弦の会」などで指導にあたる
藤井たみ子さんが、今年誕生する「姫路市ジュニアオーケ
ストラ」のチーフアドバイザーに就任します。「５３年前に姫
路市ヴァイオリン教室にかかわるようになったときの目標
がジュニアオーケストラでしたので、ついに外という気持
ち。ずっと夢みていたことが叶うときがきて、ほんとうに
うれしい」と喜びを語ります。
　藤井さんは１０才からヴァイオリンを学び、大阪音楽大学
付属高校を経て大阪学芸大学特設音楽課程（現大阪教育大
学）へ。結婚を機に姫路に住むことになったちょうどその
年、市立面白山児童センターでヴァイオリン教室が開設さ
れることになり、講師に就任しました。地道な指導により
着実に裾野を広げた結果、多くの卒業生がプロの演奏家や
指導者として活躍しており、姫路市の音楽振興に大きく貢
献したとして、これまでに市民表彰、市教育功労者表彰、
姫路市芸術文化年度賞を受賞しました。
　エリートを目指すというより、仲間と演奏する楽しみを
味わってほしいとの気持ちで指導してきたという藤井さ
ん。「楽しみながら、徐々に難しいことに挑戦していく。す
るとだんだんおもしろくなってくる」「実際に演奏してみる
と、音楽がもっと分かるようになり、もっと楽しめるよう
になる」。また、「人間にしか音楽はできないんだよ」とよ
く子どもたちに話すそうで、「心のうるおい、豊かさを求め
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ロケ支援や誘致を通 し て「姫路」をPR
来年で設立20年の姫路フ ィ ルムコ ミッション

日本玩具博物館で特別展「端午の節句飾り」が開催中
　明治時代に
作られた紙製
真鯉が掲げら
れ、雰囲気を
盛り上げてい
る日本玩具博
物館の６号館
で、初夏の特
別展「端午の
節句飾り」が
開かれていま
す。

　端午の節句（節供）は平安時代以前に中国から伝わり、旧
暦５月５日の節目に身を清らかにして神に供物を捧げ、健康
を祈る行事です。菖蒲の節句とも呼ぶように、香りが強く、
邪気を払う力があるとされる菖蒲が古くから用いられてきま
したが、中世になって武家が興隆すると、菖蒲が武を尊ぶ
「尚武」の語音に通じるところから武家の将来を祝福する行
事へと展開。さらに江戸時代に入ると町家においても武者人
形などを飾り、男児の幸福を祈る節句まつりへと定着してい
きました。
　特別展では、幕末から明治・大正・昭和の時代に町家で親
しまれた武者人形や甲冑飾りなど約３０組を展示しています

が、井上重義館長によればそれらにも時代の移り変わりが見
られるとか。たとえば京阪地方の江戸後期から明治・大正時
代の武者人形は、太閤秀吉と加藤清正のような歴史物語に登
場する主従の組み合わせが多かったのに対し、昭和以降は甲
冑を主役とする座敷飾りが中心となり、甲冑飾りも現在は四
角い 鎧櫃 の上に飾られているのに対し、江戸後期から大正時

よろいひつ

代のものは太鼓胴型の鎧櫃の上に飾ってあったそうです。
　また、関東地方では質実剛健な甲冑飾りが好まれたのに対
し、京阪地方では優美な武者人形が長く愛されてきたなど、
地域によっても違いがあるそ
うで、「近年は町おこしの一環
として雛人形の展示はあちこ
ちで行われていますが、端午
の節句飾りを目にする機会は
少ないと思います。時代や地
域によって違うあたりにも注
目してご覧いただければ」と、
井上館長は話しています。

※詳細は８ページをご覧ください。
※同館は５月６日休まで休館しています。

■問 日本玩具博物館　☎ 079‐232‐4388

紙製鯉のぼり「真鯉一旒」明治中期

京都製武者人形「太閤秀吉と従者」
明治末期

　姫路市内で行われる映画やテレビのロケを支援する非営利
団体として２００１年９月に設立された姫路フィルムコミッショ
ン（以下、姫路F C）が、来年で設立２０年を迎えます。この
間、数多くのロケ支援や誘致にあたり、映画やテレビ関係者
からも高い評価を得ています。
　姫路F Cが取り組んでいるのは、ロケーションに関するあら
ゆる相談、ロケ適地情報の提供、道路・施設などの使用許可
申請等の手続のサポート、宿泊施設、飲食、警備、ボランティ
アの紹介、エキストラの募集など多岐にわたっています。
　姫路市の場合、世界遺産・国宝姫路城をはじめ、好古園、
書寫山円教寺、亀山御坊本徳寺など映画やドラマの舞台に適
した文化財施設を抱えているだけに、ロケのオファーや問い
合わせも多く、制作側の要望にきめ細かく対応することに心

がけているそうで、担当者は「製作者やスタッフに満足して
もらうことが、次のロケ招致につながりますから」と話して
います。
　こうした努力もあって、姫路F Cではこの約２０年の間にも
数多くの話題作のロケ支援・誘致に当たってきています。設
立当初のハリウッド映画「ラストサムライ」（２００３年公開）が
その代表ですが、ここ２、３年でも映画「本能寺ホテル」「関ヶ
原」「引っ越し大名外」とロケの実績は目白押しで、昨年１２月
に放送されたNHK「ブラタモリ」の姫路城＆飾磨津ロケも記
憶に新しいところ。今後も岡田准一主演の「燃えよ剣」、今年
２月に市内３カ所でロケが行われたハリウッド映画「G．I． 
ジョー：漆黒のスネークアイズ」の全国ロードショーが予定
されているそうです。
　ロケ支援だけでなく、支援した作品の上映会やロケ地マッ
プの作成など市民向けの啓発事業にも積極的に取り組んでお
り、「ロケ地になることで、観光客が増えるなどの経済効果も
ありますが、たとえば今回のブラタモリではロケの舞台と
なった飾磨地区の皆さんのご協力をいただき、地域が一体と
なって盛り上がりまし
た。今後は〈観光〉だ
けでなく、こうした地
域の活性化にもつなが
るロケの誘致に取り組
みたい」と話していま
す。

映画「引っ越し大名 ！ 」のロケ風景（姫路FC提供）
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主催者の都合により、日時・料金などが変更になる場合があります。

（
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い
）

且
且

※ 電話番号はよくお確かめください。

問　合　せ　先料　　金場　　　所時　　間催　　　物　　　名期　間

見野の郷交流館　０７９‐２５２‐６６５９無料見野の郷交流館 ９：００～１７：００人権パネル展「子ども達の声が聞こえますか
― 子どもの権利条約から考える ―」～５/ ３（祝）

中井三成堂　０７９‐２８２‐１５７５無料中井三成堂画廊１０：００～１９：００★自画像公募展 第３回 中井三成堂ZIGAZO展～５/１１（月）

三木美術館　０７９‐２８４‐８４１３高校生以上 ３００円三木美術館１０：００～１８：００★絵画展「自然を見つめる」
同時開催 陶磁器展「唐津 ― K AR A TSU ―」～５/１７（日）

書写の里・美術工芸館　０７９‐２６７‐０３０１

一　 般 ３１０円
高・大生 ２１０円
小・中生　５０円

書写の里・美術工芸館
展示室 A・B・C、 企画展示室

１０：００～１７：００

★

春季特別展示
「時をかざった陶磁 ― 中国文明の美 ―」～５/３１（日）

１１：００～他１回●朗読会「漢詩で悠久の大地を想う」
５/１７（日）

１４：００～１５：００●展示解説会

２，０００円（要申込）書写の里・美術工芸館
展示会場・竹林工房

２４日
１３：００～１５：３０
６日
１４：００～１５：３０

●世界にひとつのやきものを作って自然木を
　活けよう ！５/２４（日）・６/ ６（土）

県立歴史博物館　０７９‐２８８‐９０１１

一　般 １，０００円
大学生　 ７００円県立歴史博物館１０：００～１７：００

★

特別展
「驚異と怪異 ― モンスターたちは告げる ―」～６/１４（日）

無料県立歴史博物館 地階ホール

１４：００～１５：３０●館長対談「驚異と怪異の世界」５/１０（日）

１４：００～１５：３０●講演会「怪談を蒐集する」５/１７（日）

１４：００～１５：３０●れきはくアカデミー「怪異から妖怪へ」５/２４（日）

日本玩具博物館　０７９‐２３２‐４３８８
一　 般 ６００円
高・大生 ４００円
４才以上 ２００円

日本玩具博物館 ６号館１０：００～１７：００★端午の節句飾り～６/２１（日）

埋蔵文化財センター　０７９‐２５２‐３９５０無料埋蔵文化財センター１０：００～１７：００★企画展「震災と考古学」～６/２８（日）

姫路市立美術館　０７９‐２２２‐２２８８無料市役所 １階ロビー ８：３５～１７：２０★市民ロビー展示
「姫路市展ゆかりの巨匠 内海敏夫」～７/ ３（金）

平和資料館　０７９‐２９１‐２５２５無料平和資料館
２階多目的展示室 ９：３０～１７：００★春季企画展「姫路大空襲」～７/ ５（日）

書写の里・美術工芸館　０７９‐２６７‐０３０１
一　 般 ３１０円
高・大生 ２１０円
小・中生　５０円

書写の里・美術工芸館
郷土玩具室１０：００～１７：００★コーナー展示 全国郷土玩具めぐり

「佐賀県の諸玩具」～８/２７（木）

ルネッサンス・スクエア
０７９‐２２４‐８７７２無料ギャラリー

ルネッサンス・スクエア１０：００～１８：００★ウエダキヨアキ展 浄化あるいは再生５/ ２（土）～ １７（日）

ぜんかい画廊　０９０‐３２６３‐６３１６無料ギャラリー前（ぜん）・
山野井店１２：００～１６：００★ヨーロッパの絵画展５/ ４（祝）～ １５（金）

見野の郷交流館　０７９‐２５２‐６６５９無料見野の郷交流館 ９：００～１７：００★「播磨路は我等が（屋外）美術館」
～彫刻家 牛尾敬三作品展～５/ ９（土）～ ６/２８（日）

市立手柄山温室植物園　０７９‐２９６‐４３００一　般　　　２１０円
６才～中学生 １００円市立手柄山温室植物園 ９：００～１７：００★サボテンと多肉植物展５/１１（月）～ １７（日）

金井　０９０‐８２１４‐９６４０無料市民ギャラリー 第２展示室１０：００～１７：００★金井 立 絵画展５/１１（月）～ １７（日）

姫路文学館　０７９‐２９３‐８２２８
一　 般 ７００円
高・大生 ４００円
小・中生 ２００円

姫路文学館１０：００～１７：００★特別展「猫のダヤン３５周年
ダヤンと不思議な劇場 池田あきこ原画展」５/１２（火）～６/ ７（日）

姫路市立美術館　０７９‐２２２‐２２８８無料姫路市立美術館
コレクションギャラリー１０：００～１７：００★姫路市市民美術塾５/１２（火）～８/３０（日）

ギャラリー ランズエンド
０７９‐２９１‐２２０８無料ギャラリー ランズエンド１１：００～１８：００★渡邊亜紗子・菅野有紀子 ２人展５/１６（土）～ ３１（日）

市立手柄山温室植物園　０７９‐２９６‐４３００一　般　　　２１０円
６才～中学生 １００円市立手柄山温室植物園 ９：００～１７：００★第一回 一般作品展

「古林海月 植物沼漫画展」５/１９（火）～ ３１（日）

三木美術館　０７９‐２８４‐８４１３高校生以上 ３００円三木美術館１０：００～１８：００★
絵画展「鴨居玲 展」
同時開催 陶磁器展「白磁×青磁×青白磁」
　　　　 絵画展「西洋の街かど」

５/２０（水）～ ８/１６（日）

市立手柄山温室植物園　０７９‐２９６‐４３００一　般　　　２１０円
６才～中学生 １００円市立手柄山温室植物園 ９：００～１７：００★春の食虫植物展５/２３（土）～ ３１（日）

キルトサークル クローバー
０７９‐２３２‐５７８０（藤原）無料市民ギャラリー 第４展示室１０：００～１８：００★パッチワークキルト展５/２７（水）～ ３１（日）

埋蔵文化財センター　０７９‐２５２‐３９５０無料埋蔵文化財センター１０：００～１７：００★企画展
「 TSUBOHORI ― 発掘調査展２０２０ ―」

５/３１（日） 
～２０２１/４/１１（日）

姫路市立美術館　０７９‐２２２‐２２８８
一　 般 ２１０円
高・大生 １５０円
小・中生 １００円

姫路市立美術館 常設展示室１０：００～１７：００★國富奎三コレクション
フランス近代絵画 モネからマティスまで常　設

■ 展示・アー ト ※休館日および初日・最終日の開催時間につきましては各館または主催者へご確認ください。
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★ についての詳細は6ページ以降に掲載しています。
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問　合　せ　先料　　金場　　　所開終演時間催　　　物　　　名日

朗読いずみウェスト　０７９‐２９４‐０２２０無料西二階町 七福座１４：００～★朗読いずみウェスト 七福座朗読会
噛重松清『バスに乗って』他８（金）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１無料パルナソスホール１０：３０～１１：３０★オルガン講座受講生による発表会１０（日）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１観覧料 ５００円（要申込）パルナソスホール【Ａ】１３：００～
【Ｂ】１５：００～★オルガン講座「１日体験」１０（日）

市立手柄山温室植物園　０７９‐２９６‐４３００４００円市立手柄山温室植物園
花の家１０：３０～１５：３０★アロマイベント１３（水）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１無料パルナソスホール１３：００～★「はじめてのフルート教室」受講生による発表会１７（日）

西二階町商店街　０７９‐２２４‐６３４１１，５００円（当日 ２，０００円）西二階町 七福座１４：００～★枝光・小枝 二人会１７（日）

西二階町商店街　０７９‐２２４‐６３４１８００円西二階町 七福座１２：００～他１回★七福寄席２０（水）

姫路薪能奉賛会
http:/ /hime ji - t aki ginou.org/無料姫路城 三の丸広場１８：００～★第５０回記念 姫路城薪能２２（金）

市立手柄山温室植物園　０７９‐２９６‐４３００４００円市立手柄山温室植物園
花の家１０：３０～１５：３０★アロマイベント２３（土）

チケットよしもと　０５７０‐５５０‐１００５，０００円文化センター 大ホール１３：３０～１５：３０★よしもとお笑いライブ in 姫路２０２０２３（土）

姫路市立水族館　０７９‐２９７‐０３２１無料（要申込）福泊マリンベルト東側磯場１４：００～１６：００★磯の生きものを観察しよう ！「春の磯観察会」２３（土）

産経新聞開発　０６‐６６３３‐６８７３（舞踊係）９８０円市民会館 大ホール１１：３０～１７：００★第３４回 産経舞踊の祭典 姫路大会３１（日）

楽の会　０９０‐４５６３‐８５８９（河本）５００円市民ギャラリー
アートホール１３：００～★第１４回 大手前寄席３１（日）

オフィスビギニング　０７８‐４５２‐６８１４１，５００円（当日 １，８００円）西二階町 七福座１４：００～★かい枝・阿か枝 ふたり会３１（日）

姫路科学館　０７９‐２６７‐３００１一　般　　 ５２０円
小・中・高生 ２１０円姫路科学館 プラネタリウム

平日 １１：００～他１回
学校休業日
 １１：００～他２回

★

プラネタリウム星空案内と宇宙の話題「うみへび座解剖」１１（月） 
～３１（日）

平日１３：５０～
学校休業日
　　１２：４５～

プラネタリウム全天映画Ａ「アマゾンアドベンチャー」
 ※８/３１（月）まで

投影中 平日１６：００～
学校休業日
　　１４：５５～

プラネタリウム全天映画Ｂ「小惑星探査機はやぶさ２」
 ※７/２７（月）まで

土・日 ９：４５～プラネタリウム全天映画「 LIFE いのち」

■ コ ンサー ト・舞台・イ ベ ン ト

※新型コロナウイルスの影響により、公演やイベントが中止・延期、または内容が変更になる場合がございます。
　事前に各主催者へお問い合わせください。

　今月号から、イラストレーター・サタケシュンスケさんのイラストが表紙を
飾ります。サタケさんは神戸市在住で、広告や書籍に使われるイラストレーショ
ンを数多く手がけるほか、キャラクターも制作するなど、多方面で活躍されて
います。
　姫路市内で開催される催しや、季節・風物なども取り入れた
月替わりのイラストを、どうぞお楽しみに。「姫路」のロゴに
も、ご注目ください。
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コンサート／舞台

　
  パ ル ナソスホー ル  
■オ ルガン講座受講生 による発表会
５月１０日日１０：３０～１１：３０／無料
受講生が１年間の学びの成果を発表す る。
※３月２０日祝 の振替です 。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１
■「は じめてのフ ルー ト教室」受講生 による
発表会
５月１７日日１３：００～／無料
受講生が半年間の練習の成果を発表する
ほか、講師によるフ ルートアンサンブ ルも。
※３月２８日土 の振替です 。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■チェン バ ロ 講座受講生 による発表会
６月１４日日１６：３０～１８：００／無料
チェン バロ独奏のほか、バロックヴァイオ リ ン
やフラウトトラヴ ェルソ（フ ルートの前身の古楽
器）、歌とのアンサンブ ルも披露す る。
※３月１５日日 の振替です 。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１
■第23回 姫路パルナソス音楽 コ ンクー ル
【予選】７月１１日土１３：３０～２１：００、【本選】１２
日日１０：００～１６：００／無料
将来性豊かな才能をもつアーテ ィストを発掘
し、姫路とゆかりをもちながらの今後の音楽
活動を支援す ることを目的に開催。ピア ノ部
門、 弦楽器部門に若手演奏家が挑む。 今年
度より ３位までの受賞者に賞金を、また最優
秀賞受賞者には１２月１３日日 の受賞者演奏
会で日本センチ ュ リ ー交響楽団メ ン バーと共
演す る機会を設け る。

情報をお寄せください　「文化情報 姫路」では、姫路市内で開催されるコンサート、舞台、展覧会などを中心に、幅広い文化情報を無料掲載しております。
原稿の締切は掲載号の前々月の15日（7月号なら5月15日）です。催事の簡単な内容（タイトル・日時・料金など）を郵送またはF A X でお気軽にお寄せください。

※５月１６日土・１７日日 から開催日延期となり
ました。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１
　
  そ の ほ か  
■ NHK 交響楽団メ ン バー による
弦楽 ト リ オ コ ンサー ト
５月３１日日１４：００～／ T at suno 音乃蔵（た
の市）／４,５００円（当日５,０００円）
大宮臨太郎さん（ヴァイオ リ ン）、横溝耕一さ
ん（ヴ ィオラ）、宮坂拡志さん（チェロ）の出演
で、曲目はベートーヴ ェン：セレナーデ ニ長
調 Op．８、モーツァ ルト：デ ィヴ ェルテ ィ メ ント
KV５６３ 他。
■問  T at suno 音乃蔵
　☎０９０‐５１３５‐５８９０（井口）

　
  文化セ ンター  
■よ しもとお笑いライブ in 姫路2020
５月２３日土１３：３０～１５：３０／大ホー ル／
５,０００円
すっちーと酒井藍のW座長公演のほか、ダ イ
アン、かまいたち、ミ ルクボーイ 他が出演す
る。
■問 チケッ トよ しもと　☎０５７０‐５５０‐１００
　
  キャスパホー ル  
■桂南光 独演会
６月６日土１４：００～１６：１５／一般３,５００円、
高校生以下２,０００円

桂南光、桂歌之助、桂吉の丞、桂天吾の出
演で、演目は「抜け雀」「千両みかん」「佐々
木裁き」 他。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  市 民 会 館  
■第34回 産経舞踊の祭典 姫路大会
５月３１日日１１：３０～１７：００／大ホー ル／
９８０円
播磨地域の団体が出演す る日本舞踊、新
舞踊、民踊の発表会。
■問 産経新聞開発
　☎０６‐６６３３‐６８７３（舞踊係）
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■第1 4回 大手前寄席
５月３１日日１３：００～／ア ー トホー ル ／５００円
落語教室で出会ったアマチュア落語家が日
頃の練習の成果を発表す る。
■問 楽の会　☎０９０‐４５６３‐８５８９（河本）
　
  西二階町 七福座  
■朗読 いずみウェスト 七福座朗読会
５月８日金１４：００～／無料
「朗読いず みウェスト」のメ ン バー による朗読
会。 重松清 『バスに乗って』、 井上ひさし 『東
慶寺花だより』より「鬼五加の章 おこう」を朗
読す る。
■問 朗読いずみウェスト　☎０７９‐２９４‐０２２０

■枝光・小枝 二人会
５月１７日日１４：００～ ／１,５００円（当日２,０００円） 
桂枝光、桂小枝、月亭八織の出演。
■問 西二階町商店街　☎０７９‐２２４‐６３４１

■七福寄席
５月２０日水 ①１２：００～ ②１４：００～／８００円
上方落語協会からプロの噺家 笑福亭笑助、 
桂吉坊を迎える。
■問 西二階町商店街　☎０７９‐２２４‐６３４１

■かい枝・阿か枝 ふたり 会
５月３１日日１４：００～ ／１,５００円（当日１,８００円） 
桂かい枝、桂阿か枝の出演。
■問 オフィス ビ ギニング　☎０７８‐４５２‐６８１４
　
  姫 路 城  
■第50回記念 姫路城薪能
５月２２日金１８：００～／三の丸広場／無料
能「鷺」、狂言「棒縛」、火入れ式を経て能
「石橋」 を上演。 開演前には加西市こ ども狂
言（１６：３０〜）、親子教室発表会（１７：００〜）
も開催す る。雨天時は市民会館にて。
■問 姫路薪能奉賛会
　ht tp:/ /hime ji - t akiginou.org /
　
  そ の ほ か  
■赤穂寄席
５月１６日土１４：００～／ハーモニーホー ル
（赤穂市）／４,０００円（当日４,５００円）
三遊亭小遊三、三遊亭円楽の出演。
■問 赤穂市文化会館　☎０７９１‐４３‐５１４４

コ ンサー ト Concer t

舞台 Stage

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8014

姫路市文化国際交流財団では、音楽の素晴らしさ、演奏の楽し
さを体験することで「音楽のまち・ひめじ」の次代を担う人材
を育成し、地域文化のさらなる発展に寄与することを目的に、
姫路市初のジュニアオーケストラを結成します。

●募 集 期 間／5月15日金まで
●応 募 資 格／申込時に希望楽器の経験年数が1年以上あり、
　　　　　　　2020年4月1日現在で小学4年生から25才まで

で、練習に自主的に取り組み、熱意をもって参
加できる方。6月20日土にオーディションを予
定（原則として自身の楽器を使用。貸楽器は応相
談）

●団　　　費／入団費5,000円、月会費4,000円（合宿参加費、定期演奏会の費用等が
別途必要）

●募集パート／ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、クラリ
ネット、オーボエ、ファゴット、トランペット、トロンボーン、ホル
ン、チューバ、打楽器

●練　習　日／原則日曜日、月3〜4回（年間40回程度）
●講　　　師／音楽監督：池辺晋一郎
　　　　　　　チーフアドバイザー：藤井たみ子
　　　　　　　アドバイザー：三浦章宏（ヴァイオリン）・青木篤子（ヴィオラ）
　　　　　　　専任講師：日本センチュリー交響楽団メンバー 他

音楽監督：池辺晋一郎
Ｃ 東京オペラシティ文化財団

撮影：武藤 章
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  姫路市立美術館  
■姫路市市民美術塾
５月１２日火～８月３０日日、１０：００～１７：００／
コ レ クションギャラ リ ー／無料
同館所蔵品を通し て美術に対す る理解を深
める教育普及型の展覧会。姫路を中心とし
た郷土ゆかりの作品、郷土の風景を描いた
作品を中心に展示す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８

■國富奎三 コ レクション
フランス近代絵画 モネからマティスまで
常設／１０：００～１７：００／常設展示室／一般
２１０円、高・大生１５０円、小・中生１００円
國富奎三さ んから寄贈され たフラン ス近代絵
画コレクションの中から、コロー、クー ルベ、モ
ネ、ピサロなどの作品を約３０点展示す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８
　
  姫路文学館  
■特別展「猫のダヤン35周年
ダヤンと不思議な劇場 池田あきこ原画展」 
５月１２日火～６月７日日、１０：００～１７：００／
一般７００円、高・大生４００円、小・中生２００円
不思議な世界“わちふぃーるど”に住む猫の
ダヤンとその仲間たちを描く「ダヤン」シリ ー
ズで人気の絵本作家・池田あきこの絵本原
画やスケッチ、革ジオラマを展示す るほか、
広場やゲートなどを再現。物語世界を劇場
風に楽しむ。

■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■金井 立 絵画展
５月１１日月～１７日日、１０：００～１７：００／
第２展示室／無料 ※初日は１３：００～
アク リ ルガッシ ュを使って描いた風景画を展
示す る。
■問 金井　☎０９０‐８２１４‐９６４０

■パッチワークキル ト展
５月２７日水～３１日日、１０：００～１８：００／
第４展示室／無料
２年に１度のキルト展。 衝立、 のれん、 風景の
タペス ト リ ーなどの大作キルトを展示す る。
■問 キル トサーク ル ク ロ ーバ ー
　☎０７９‐２３２‐５７８０（藤原）
　
  県立歴史博物館  
■特別展「驚異と怪異
− モ ンス ターたち は告 げ る −」
６月１４日日 まで、 １０：００～１７：００／ 一般１ ,０００ 
円、大学生７００円
国立民族学博物館所蔵の民族資料を中心
に、人魚や竜、怪鳥、一角獣といった世界の
想像上の生き物について紹介す るとともに、
警告・凶兆を語源とす る怪物（モン スター）の
文化史的な意味について考察す る。１０日

　
  書写の里・美術工芸館  
■春季特別展示
「時をかざ った陶磁 − 中国文明の美 −」
５月３１日日 まで、１０：００～１７：００／展示室
A・B・C、企画展示室／一般３１０円、高・大
生２１０円、小・中生５０円
日本でも根強い人気がある中国陶磁を約
９０点展示し、南朝時代越州窯の青磁、唐時
代の三彩、北宋・遼時代の白磁・青白磁、明
時代の染付などの歴史的な流れをたどりな
がら、その魅力を紹介す る。

●朗読会「漢詩で悠久の大地を想う」
５月１７日日 ①１１：００～１１：３０ ②１３：００～
１３：３０／要観覧券
漢詩朗唱家の米家哲郎さんが、展示室
内で展示品への想像を膨らませる古典を
詠む。おかり な千賀子さんによるオカ リ ナ
演奏も。
●展示解説会
５月１７日日１４：００～１５：００／要観覧券
同館学芸員が解説を行う。
●世界 にひとつのやきものを作って
　自然木を活 け よう ！
５月２４日日１３：００～１５：３０、６月６日土１４：
００～１５：３０ ／展示会場・竹林工房 ／２,０００ 
円（定員１２名、５月１４日木 までに申込）
両日とも参加できる小学生以上対象。同
館学芸員と展示作品を鑑賞後、「陶芸教
室こうよう」の清瀬光洋さん、清瀬優希子
さんの指導で制作し（１日目）、焼き上がっ
た作品に季節の自然木や花を活ける（２
日目）。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■ コ ーナー展示 全国郷土玩具めぐ り
「佐賀県の諸玩具」
８月２７日木 まで、１０：００～１７：００／郷土玩具
室／一般３１０円、高・大生２１０円、小・中生５０
円
神崎の尾崎人形、
武雄の弓野人形、
鹿島の能古見人
形、唐津の曳山や
こまなど約８０点を
展示す る。

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

日、２４日日 には展覧会ガ イ ドを開催（いずれ
も１１：００〜）。
●館長対談「驚異と怪異の世界」
５月１０日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル
／無料（先着１００名）
国立民族学博物館の山中由里子さん、
三重県立斎宮歴史博物館の榎村寛之さ
んを迎え、ヨーロッパ・中東の「驚異」と東
アジアの「怪異」について、同館の藪田 貫
館長と語り合う。

●講演会「怪談を蒐集す る」
５月１７日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル
／無料（先着１００名）
ス タジオジブ リ のスタッフとし て「天空の城
ラピュタ」「となり のトトロ」などを手がけたの
ち、怪談蒐集家に転身し て『新耳袋』など
の実話怪談を数多く著した木原浩勝さん
が、怪談蒐集の中で出会ったさまざまな
エピソードについて語る。
●れき はくアカ デミー「怪異から妖怪へ」
５月２４日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル
／無料（先着１００名）
かつては凶兆とし て恐れられ ていた怪火
や怪音が、江戸時代に入り名前をつけら
れ「妖怪」とし てキャラクター化し ていく社
会背景について、同館学芸課長の香川
雅信さんが考察する。

■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
　
  埋蔵文化財セ ンター  
■企画展「震災と考古学」
６月２８日日 まで、１０：００～１７：００／無料
※５月１１日月 まで休館
東日本大震災の復興支援をきっかけにした、 
岩手県大槌町と姫路市との小さな「 縁 」展。

えにし

復興にともなう発掘調査で得られた貴重な
資料の紹介のほか、阪神・淡路大震災から
２５年目の節目に、近年に発生した震災と復
興の歩みを埋蔵文化財の視点から振り返る。 
■問 埋蔵文化財センター　☎０７９‐２５２‐３９５０

■企画展
「 T SUBOHOR I − 発掘調査展2020 −」
５月３１日日～２０２１年４月１１日日、１０：００～
１７：００／無料
関ノ口遺跡や豊沢遺跡、播磨国分寺跡、姫
路城城下町跡など、平成３０年度に実施した
発掘調査成果をまとめて紹介す る ほか、令
和元年度の主な調査成果速報も。
■問 埋蔵文化財センター　☎０７９‐２５２‐３９５０
　
  市 役 所  
■市民 ロ ビ ー展示
「姫路市展 ゆかりの巨匠 内海敏夫」
７月３日金 まで、８：３５～１７：２０／無料
姫路で中学校美術教諭とし て指導にあたり
ながら作品制作を続けた故内海敏夫さんの
姫路市美術展出品時代の作品を展示す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８
　
  平和資料館  
■春季企画展「姫路大空襲」
７月５日日 まで、９：３０～１７：００／２階多目的
展示室／無料 ※５月１１日月 まで休館
太平洋戦争末期の昭和２０年に２度の大きな
空襲を受けた姫路の様子を写真や収蔵資
料により紹介し、戦争の悲惨さと平和の尊さ
を訴える。
■問 平和資料館　☎０７９‐２９１‐２５２５

展示・アート

※休館日および初日・最終日の開催時間につきましては
　各館または主催者へご確認ください。

展示・ア ー ト E xhibition・Ar t

鑑　賞
しま し た

 懐か しい思い出にひたったひとときで した。（姫路市 M・Tさん）　たいへん楽しいです 。
司会者が大好きです 。（姫路市 H・Sさん）　今回は、 ほとんど知っ ている曲で した。 懐か しい曲、 たくさん聞けて良かったです 。（高砂市 T・Sさん）　毎回楽 しん でいます 。 また次回、 元気に来たいです 。（姫路市 K・Kさん）
やっと念願かなっ て聞きに来られま した。 とても良かったです！ 三浦様、 お会いできて うれしかったです！（たつの市 A・ Tさん）　何も聞かされないまま連れ て来られま した。 でも来て よかった。 懐か しかった。（神戸市 匿名）

懐か しの洋楽 ヒッ ト パ レー ド 第1 4回 ～今も心ときめくこのメ ロ デ ィ～（2 /1 6）

龍泉窯「青磁貼花双魚文盤」元時代 個人蔵

「劇場の構想」

弓野人形
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イベント／募集

しい楽器の演奏を歓迎。出演者は選考により
決定。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８

■手柄山温室植物園 一般作品展2020
食虫植物を描いた絵手紙、羊毛フェルトで
作ったサボテン、春を詠んだ短歌など、植物
や自然、 季節に関す る制作物を募集。 個人
または団体が創作した作品で、自身で搬
入・展示・装飾・搬出ができる方対象。展示
期間などの詳細は打合せ時に相談す る。
■問 手柄山温室植物園　☎０７９‐２９６‐４３００

持参で申込
室内楽の音楽づくりなど技術面だけでなく演
奏家とし ての心構えや音楽性にまで踏み込
んだマ スタークラ ス。ピア ノの専門的教育を受
けている方を対象としたアンサンブ ル（デ ュオ 、 
ト リ オ）またはソロの公開レッ スンで、任意の
曲を受講す る。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■第8回 あいめっせ写真展
応募締切：５月１５日金※必着
市内在住、在勤または在学し ている方を対
象に、性別による固定的な役割分担がなく、
育児や家事、介護などに取り組ん でいる写
真を募集。応募者が撮影した未発表の合
成・加工し ていない作品で、１人２点まで応募
可。入賞者に記念品（５,０００円分の図書カー
ド）およびパネルにした入賞作品を進呈。
■問 男女共同参画推進センター
　☎０７９‐２８７‐０８０３
　（「あいめっせ写真展」係）

■連続歴史講座
「古文書 に親 しむ（中世入門編）」
６月１３日土・２０日土・２７日土、いずれも１４：
００～１５：３０／県立歴史博物館 地階体験
ルー ム／無料／定員３０名／５月１３日水 か
ら２７日水 までに申込
同講座を初めて受講す る方対象。同館学芸
員の前田 徹さんが講師を務める。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１

■第33回 こ どもの絵画展
応募受付：直接搬入 ５月１９日火１０：００～
１８：００（当日のみ）、郵送・宅配 ５月１８日月
※必着
小学生を対象とした公募児童画展。入選作
品は ６月１３日土 から ２８日日 の期間にギャラ
リ ー ル ネッサン ス・スクエアで展示す る。優秀
作品には賞品、応募者全員に記念品を進
呈。
■問 ルネッサンス・ス クエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２

■姫路文学館 コ ンサー ト
ボランティア出演者
開催日時：主に土・日・祝日、 １０：００～１７：００
の間の３０分～１時間程度
姫路文学館講堂、望景亭などで実施す る コ
ンサートの出演者を募集。特別展・企画展に
ちなんだ内容の曲や演目、民族楽器など珍

　
  姫路市立水族館  
■磯の生きものを観察 しよう ！
「春の磯観察会」
５月２３日土１４：００～１６：００ ／福泊マリ ン ベル 
ト東側磯場（現地集合）／無料（定員５０名、
９日土 までに申込）
春の磯にすむ生きものを採集し、水族館職員
が生態について解説す る。小学生以下は保
護者同伴で参加可。
■問 姫路市立水族館　☎０７９‐２９７‐０３２１

　

■ダンス講習会
６月１３日土１３：００～１７：１５ ／ パルナソ ス ホー 
ル／講師：湯浅宣子／各２,０００円／定員各
２４名／５月６日休 から２７日水 までに申込※
必着。定員 に満たない場合 は募集期間を
延長
バロックダン ス、音楽に興味のある方（ダン ス
や演奏の経験は不問）を対象に【クラ ス１】基
本ステップ ／サラバンド・ブレ、【クラ ス ２】サラ
バンド・ガヴ ォット、【クラ ス ３】サラバンドの復
習と舞踏譜 の３講座を開催す る。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■チェンバ ロ 講座
「課題曲ワークショップ」聴講
６月１３日土１８：００～／パルナソスホー ル／
講師：大塚直哉 ／３,０００円／５月１３日水 か
ら ６月１３日土 までに申込
J．S．バッハ：パルテ ィータ第１番を課題曲とし
たグ ループレッ スンの聴講者を募集。「（イタ リ
ア様式の）コ レンテとフ ラン スのクーラントの違
い」をテーマにしたダン スのワンポイ ントレッ ス
ンも。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■上田晴子 ピア ノスクー ル
「マス タークラス」
７月１９日日～２２日水、１０：００～／パルナソ
スホー ル／講師：上田晴子（パ リ 国立高等
音楽院室内楽科教授・ピア ノ科准教授）／
ソ ロ１０,０００円、アンサンブ ル１２,０００円／定
員２４名（各日６名）／所定の申込書に録音
資料を添え て５月２９日金 までに郵送または

※新型コロナウイルスの影響により、公演やイベントが中止・延期、または内容が変更になる場合がございます。
　事前に各主催者へお問い合わせください。

　去る3月19日、第42回姫路市芸術文化賞授賞式が行われました。式に引き続いて毎
年開催されていた文化交流フェスティバルは感染症拡大予防のため延期となり、関係
者のみで実施されました。
　はじめに清元秀泰市長が「播磨
の地域文化、歴史文化の振興と発
展のために、ますます研鑽を重ね
ていただきたい」と受賞者に向け
挨拶。芸術文化大賞を受賞した時
里二郎さんは「ここにいらっしゃ
る各分野の受賞者のみなさんと共
に、姫路、播磨の文化芸術の発展
のために、これからも貢献できれ
ば」と抱負を語りました。

P I C K  U P

第42回 姫路市芸術文化賞授賞式 開催

※応募方法等の詳細については各館にお問合せください。
　いずれも応募者多数の場合は抽選となります。

募集 Recruitment

世界的な作曲家で、姫路
市文化国際交流財団の芸
術監督でもある著者の
エッセイ集。「うたごえ新
聞」に連載した２０１２年か
ら２０１５年までの３年分を
収録。主に２０１１年に起こった東日本大震災に
よって人の心の中にしっかりと置かれるように
なった「絆」について、著者なりの想いを託し
ている。
■問 新日本出版社　☎03−3423−8402
　（2,600円＋税）

空を見てますか…… ♪ 
人の絆、 音楽とともに

池辺晋一郎 著

著者が長い間かかわり、
「２０世紀の世界の文学に
劣らぬ、前衛性をもった
８００年も前の古典」と高
く評価する『新古今和歌
集』の成立の経緯に迫っ
た力作。文芸同人誌『播火』などに発表してき
た１２編の作品を１冊に編んだもので、『新古今
集』にまつわる個性的かつ多彩な文学空間が設
定してある。
■問  ほおずき書籍　☎026−244−0235
　（1 ,800円＋税）

神南備山のほととぎす
─ わたしの『新古今和歌集』 ─

諸井 学 著

新 刊 紹 介

故桂米朝の研究者として
知られるOBの小澤紘司
さんらが編集に加わった
同部の機関誌。新玉正男
「豊竹芳穂太夫さんにお
伺いしました」、草場憲生
「五代目 桂米團治」、桂米
團治（中川 明）「旧暦のススメ」のほか、中西
悦朗「香港ドタバタ滞在記」など、海外での仕
事や生活体験者からの寄稿が目立つ。
■問 小澤　☎079−293−5580（無料、限定100部）

こて ん 第２２号
関西学院大学 古典芸能研究部 編
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展示・アート／イベント

　
  市立手柄山温室植物園  
■サボテンと多肉植物展
５月１１日月～１７日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
常設展示にはない珍しいサボテンと多肉植
物５０種２００点を展示す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■第一回 一般作品展
「古林海月 植物沼漫画展」
５月１９日火～３１日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
姫路市在住の漫画家・古林海月さんのブロ
グ 「海月ファームだより」 より抜粋。 自宅で育
てている植物や虫との共生、生ゴミ 堆肥な
ど、植物のマニアックな世界（沼）にど っぷり
ハマった様子を描いた作品を展示する。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■春の食虫植物展
５月２３日土～３１日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
食虫植物５０種８０点を展示す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■洋ラン原種展
６月６日土～１４日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
カ ト レア 、パフ ィ オペデ ィ ラムなど、日頃あまり
見られないさまざまな原種約５０種１５０点を展
示す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００
　
  見野の郷交流館  
■「播磨路 は我等が（屋外）美術館」
～彫刻家 牛尾敬三作品展～
５月９日土～６月２８日日、９：００～１７：００／
無料
世界を舞台に活躍す る彫刻家で、兵庫県文
化賞や姫路市芸術賞など数多くの受賞歴を
もつ牛尾敬三さんの作品を展示す る。
■問 見野の郷交流館　☎０７９‐２５２‐６６５９
　
  三木美術館  
■絵画展「自然を見つめる」
同時開催 陶磁器展 「唐津 − K AR A T SU −」 
５月１７日日 まで、 １０：００～１８：００／高校生以
上３００円
さまざまな画家が自然の風景を描いた絵画
作品を展示す るほか、人間国宝十二代中里
太郎右衛門・十三代中里太郎右衛門をはじ
めとす る唐津の作品の数 を々紹介す る。
■問 三木美術館　☎０７９‐２８４‐８４１３
■絵画展「鴨居玲 展」
同時開催 陶磁器展 「白磁×青磁×青白磁」
　　　　 絵画展「西洋の街 かど」
５月２０日水～８月１６日日、１０：００～１８：００／
高校生以上３００円
人生の悲哀を感じる人 を々描き続けた鴨居
玲の作品を一挙公開す る。また、近現代の
陶磁器作品を紹介す るほか、西洋の街角な
どの風景を描いた絵画作品も展示す る。
■問 三木美術館　☎０７９‐２８４‐８４１３

　
  日本玩具博物館  
■端午の節句飾り
６月２１日日 まで、１０：００～１７：００／６号館／
一般６００円、高・大生４００円、４才以上２００円
※５月６日休 まで休館
幕末から明治・大正・昭和時代に町家で親
しまれた武者人形や甲冑飾りの様式を、関
東地方や京阪地方といった地域性にも着目
し て紹介す る。約３０組の展示。
■問 日本玩具博物館　☎０７９‐２３２‐４３８８
　
  中井三成堂画廊  
■自画像公募展
第3回 中井三成堂 Z I GA ZO展
５月１１日月 まで、１０：００～１９：００／無料
「私を描く 私を見つめる 幸せの再確認・自
身の再発見・勇気の再構築」をテーマに隔
年で開催す る自画像の公募展。
■問 中井三成堂　☎０７９‐２８２‐１５７５
　
  ギャラ リ ー ルネッサン ス・ス クエア  
■ウエダキ ヨ アキ展 浄化あるい は再生
５月２日土～１７日日、１０：００～１８：００／無料
「時間や環境の変化を経て 『浄化』 され てい
く美しさ」をテーマに制作活動を行う姫路市
在住の現代美術作家・ウエダキヨアキさんの
個展。 絵画、 立体、 オブジ ェなどの新作に加
え、過去の作品をリメ イクしたものなど大作
１０点、小品４０点を展示す る。

　
　
■問 ルネッサンス・ス クエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２
　
  ギャラ リ ー前（ぜん）・山野井店  
■ヨ ー ロ ッ パの絵画展
５月４日祝～１５日金、１２：００～１６：００／無料
ロジ ェ・ボナフ ェやセルジ ュ・ルゴンらの作品
を展示す る。
■問 ぜ んかい画廊　☎０９０‐３２６３‐６３１６
　
  ギャラ リ ー ランズエン ド（南八代町）  
■渡邊亜紗子・菅野有紀子 2 人展
５月１６日土～３１日日、１１：００～１８：００／無料
語りかけてくるような造形作品、食卓を華や
かにす る器を中心に制作す る陶芸家の渡邊
さんと、複数の技法で制作したパーツを組み
合わせて物語性のある作品を生み出すガラ
ス作家の菅野さんによる ２人展。
■問 ギャラ リ ー ランズエンド
　☎０７９‐２９１‐２２０８

　
  パ ル ナソスホー ル  
■オ ルガン講座「1日体験」（観覧）
５月１０日日【A】（小・中生）１３：００～１４：３０
【B】（どなたでも）１５：００～１６：３０／５００円
（要申込）
オルガンに興味のある小学生以上を対象と
した体験講座を公開。パルナソスホールオ ル
ガ ニストの長田真実さんが講師を務める。
■問 パルナソスホール　☎０７９‐２９７‐１１４１
　
  姫路科学館プラネタ リ ウ ム  
■ プラネタ リ ウ ム星空案内と宇宙の話題
「う みへび座解剖」
５月１１日月～３１日日、平日１１１：００～２１４：
５５～、学校休業日１１１：００～２１３：５０～３
１６：００～／一般５２０円、小・中・高生２１０円
春の夜空に横たわる全天で一番大きな星座
「う みへび座」の、頭の先からしっぽまでのみ
どころを紹介す る。
※感染症対策のため、投影回数を減らす場
合があります 。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１

■ プラネタ リ ウ ム全天映画 A
「アマゾンア ドベンチャー」
８月３１日月 まで、 平日１３：５０～、学校休業日
１２：４５～ ／ 一般５２０円、小・中・高生２１０円
アマゾンの熱帯雨林に暮らすさまざまな生き
物の姿を、迫力ある映像で紹介す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
■ プラネタ リ ウ ム全天映画 B
「小惑星探査機 はやぶさ2」
７月２７日月 まで、 平日１６：００～、 学校休業日
１４：５５～ ／ 一般５２０円、小・中・高生２１０円
今年の冬に地球帰還をめざす小惑星探査
機「はやぶさ ２」の成果をたど る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１

■ プラネタ リ ウ ム全天映画
「 LIFE いのち」
土日のみ、９：４５～／一般５２０円、小・中・高
生２１０円
プラネタ リ ウ ムで 「うまれる」 を再体験。 宇宙
から生まれ てきたわたしたちの命の軌跡をた
どる。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
　
  市立手柄山温室植物園  
■ア ロ マイ ベ ン ト
５月１３日水・２３日土、１０：３０～１５：３０／花の
家／４００円
姫路自立生活支援センター「り ぷ るす」アロ
マ部の協力で、アロマを使ったハンド ト リ ート
メ ントや小物づくりを実施す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

イ ベ ン ト E vent

情報をお寄せください　「文化情報 姫路」では、姫路市内で開催されるコンサート、舞台、展覧会などを中心に、幅広い文化情報を無料掲載しております。
原稿の締切は掲載号の前々月の15日（7月号なら5月15日）です。催事の簡単な内容（タイトル・日時・料金など）を郵送またはF A X でお気軽にお寄せください。

「浄華 2020」
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※2020年 4月1日より、文化センター、パルナソスホール、キャスパホールの各プレイガイド営業時間が 9：00～11：30／12：30～17：00となります。
※友の会および一般発売開始日の電話受付は10：00からです。
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■ 入会の申し込みなど
煙入会方法　文化センター、パルナソスホール、キャスパホールの各プレイガイドに備えつけの入会申込書に必要事項を記入し、左記3館ま

たは郵便局の窓口（要手数料）で会費を添えてお申込みください。入会受付時間は10：00～11：30、12：30～17：00です。
煙会　　費　1,000円
煙会員期間　入会日から1年間（入会日から1年を経過した日の属する月末まで）

 会 員 特 典 
煙「文化情報 姫路」を毎月お届けします。
煙財団主催の舞台公演の入場券を1公演につき2枚まで、1割引でご購入いただけます。
煙財団主催の舞台公演の入場券を1公演につき原則 4枚（1割引2枚、定価2枚）まで、一般発売に先駆けてご購入いただけます。
　※上記入場券の購入特典は、文化センター、パルナソスホール、キャスパホールの各プレイガイドでのみご利用いただけます。
煙会員証の提示によりパルナソスホール「朝のハーモニー」と文化センター「名画鑑賞会」にご入場いただけます。
煙会員証の提示により書写の里・美術工芸館の入館料が2割引になります。

 友の会会員様へ 重要なお知らせ 
煙チケットご購入の際には、必ず会員証をご提示ください。
煙割引購入および先行発売の特典は、文化センター、パルナソスホール、キャスパホールの各窓口でのみ、ご利用いただけます。
煙会員証の使用は記名されたご本人様に限ります。ご本人様以外の会員証をご提示いただきましても、ご利用いただけません。

姫路市文化国際交流財団 友の会
（営業時間　9：00～11：30／12：30～17：00）

〒670‐8544 姫路市西延末426番地1 ☎079‐298‐8015

友の会会員募集中！！
音楽や演劇・舞踊・古典芸能などの舞台公演に興味のある方なら、どなたでも
会員になることができます。会員になると、割引購入や先行発売などの特典が
あります（詳しくはお問合せください）。

友の会ニュース 5月号

一般料金会員料金　※1公演2枚まで割引適用会　　場公演日時公　　演　　名一般発売日会員発売日
一般 4,000円
高校生以下 2,000円 （全席指定）

一般 3,600円
高校生以下 1,800円 （全席指定）キャスパホール8月23日（日）

13：30～第27回 キャスパ能5月15日（金）5月13日（水）

一般 1,000円
高校生以下 500円 （全席指定）

一般 900円
高校生以下 450円 （全席指定）

文化センター
小ホール

8月21日（金）
①11：00～
②14：00～

こどもオペラ「3匹のこぶた」5月21日（木）5月19日（火）

700円 （全席指定）630円 （全席指定）キャスパホール9月24日（木）
14：00～

懐かしの洋楽ヒットパレード
第16回 ～誰かさんと聞きたいこの曲～5月27日（水）5月25日（月）

一般 2,000円
高校生以下 1,000円 （全席指定）

一般 1,800円
高校生以下 900円 （全席指定）パルナソスホール8月22日（土）

14：00～
三浦章宏＆青木篤子
デュオコンサート5月28日（木）5月26日（火）

4,000円 （全席指定）3,600円 （全席指定）文化センター
小ホール

8月29日（土）
①10：30～
②14：00～

第48回 姫路落語会6月11日（木）6月 9日（火）

前売券の発売開始

一般料金会員料金 ※1公演2枚まで割引適用会　　場公 演 日 時公　　演　　名
Ｓ席 5,000円
Ａ席 3,000円
Ｂ席（2階） 1,000円
25才以下 各半額 （全席指定）

Ｓ席 4,500円
Ａ席 2,700円
Ｂ席（2階） 900円
25才以下 各半額 （全席指定）

文化センター
大ホール

6月 6日（土）
16：00～

小曽根 真 featuring No Name Horses
Unt il We Vanish 15× 15

一般 1,000円
高校生以下 500円 （全席指定）

一般 900円
高校生以下 450円 （全席指定）パルナソスホール7月18日（土）

14：00～
ピアノスクール第20回記念
上田晴子＆ジャンミッシェル・キム ピアノデュオ

一般 1,000円
高校生以下 500円 （全席指定）

一般 900円
高校生以下 450円 （全席指定）パルナソスホール8月 1日（土）

14：00～
パルナソス アフタヌーンコンサート
フルート＆ハープデュオ 女神が織りなす歌の翼

500円 （全自由席）450円 （全自由席）文化センター
大ホール

9月 6日（日）
11：00～

第23回 姫路ジャズフェスティバル
地元ジャズ・バンド大集合

発売中の前売券

チケット払戻期間会　　場公 演 日 時公　　演　　名

5月15日（金）まで姫路市文化センター 大ホール4月21日（火）　中止松竹大歌舞伎

5月 5日（祝）まで姫路市文化センター 大ホール5月 5日（祝） → 9月 6日（日）第23回 姫路ジャズフェスティバル
地元ジャズ・バンド大集合

5月 9日（土）までパルナソスホール5月 9日（土） → 8月 1日（土）パルナソス アフタヌーンコンサート
フルート＆ハープデュオ 女神が織りなす歌の翼

5月16日（土）～6月30日（火）姫路市文化センター 小ホール5月16日（土）　中止小曽根 真 トークイベント
「ボーダレスな音楽の愉しみ」

6月20日（土）までキャスパホール5月28日（木）　中止懐かしの洋楽ヒットパレード
第15回 ～私が洋楽にハマったこの曲～

5月10日（日）～6月20日（土）パルナソスホール5月31日（日）　中止ブラス・エクシード・トウキョウ コンサート

5月 7日（木）～7月31日（金）キャスパホール6月 7日（日）　中止絵本の読み聞かせ『絵本のじかんだよ ！ 』

新型コロナウイルスの影響により中止・延期となった催し
※チケットの払い戻しについてはホームページでご確認いただくか、各会場にお問合せください。
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※未就学児の入場はご遠慮ください。
※5月16日（土）のトークイベントは中止となりました。

小曽根 真 featuring No Name Horses
Until We Vanish 1 5× 1 5

6月6日（土） 16：00～／文化センター 大ホール／S席 5,000円、A 席 3,000円、B席（2階） 1,000円（全席指定、25才以下各半額）

ジャズ・ピアニストの小曽根 真が日本を代表する
ジャズ・ミュージシャンを率いて結成した15名の
ビッグ・バンド「No Name Horses」の15周年記
念ツアー。20才の天才ギタリスト・山岸竜之介をゲ
ストに迎え、ロック・ファンをも圧倒すること間違
いなしの大迫力サウンドをお届けします。

     パ ルナソス アフタヌーンコ ンサー ト
フ ル ー ト＆ハ ープデ ュオ 女神が織りなす歌の翼

歌の名曲を優雅で柔らかな癒しの
音色が持ち味のフルートとハープ
のデュオでお贈りします。

出演／ Pesca ：
ペスカ

　　　　若山桃子（フルート）
　　　　山浦文友香（ハープ）
プログラム／
　ゴーベール：子守唄
　プッチーニ：誰も寝てはならぬ
　Ｈ．マンシーニ：ムーン・リバー
　Ｆ．サルトーリ：Time To Say Goodbye 他

Pesca

※新型コロナウイルスの影響により、公演が中止または延期になる場合がございます。ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

photo：K.Nakamuraphoto：Ayumu Kosugi

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

8月1日（土） 14：00～／パルナソスホール／
一般 1,000円、高校生以下 500円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※5月9日（土）から公演日延期となりました。

ピア ノス クール第20回記念       
上田晴子＆ジャンミッシェル・キム ピア ノデ ュオ

プログラム／
　モーツァルト：
2台のピアノのための
ソナタ ニ長調 K．448

　ラヴェル：
　　ラ・ヴァルス
　ドビュッシー：
　　牧神の午後への前奏曲
　サン＝サーンス：
　　動物の謝肉祭

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

7月18日（土） 14：00～／パルナソスホール／
一般 1,000円、高校生以下 500円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

ジャンミッシェル・キム上田晴子

三浦章宏 & 青木篤子 デ ュオ コ ンサー ト

出演／
　三浦章宏
　（ヴァイオリン）
　青木篤子
　　　（ヴィオラ）
　鈴木慎崇
　　　　（ピアノ）

プログラム／
ヘンデル（ハルヴォルセン編曲）：パッサカリア
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 他

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

8月22日（土） 14：00～／パルナソスホール／
一般 2,000円、高校生以下 1,000円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※5月28日（木） 発売開始［友の会 5月26日（火）］

こど もオペラ「3 匹のこ ぶた」

0才から入場OK、入退場も自由。聴く・見る・一緒に動いて楽しめる、
歌とピアノ、フルート、打楽器によるドキドキわくわくのミニオペラ
です。

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

8月21日（金） ①11：00～ ②14：00～／文化センター 小ホール
／一般 1,000円、高校生以下 500円（全席指定）
※0〜2才児の膝上鑑賞無料（大人1名につき膝上1名）
※5月21日（木） 発売開始［友の会 5月19日（火）］

鈴木慎崇
（ピアノ）

青木篤子
（ヴィオラ）
C N.Ikegami

三浦章宏
（ヴァイオリン）

壁はいらない、これがJA ZZ

フルートとハープの癒しの音色で紡ぐ歌心日本でパルナソスホールだけの
スペシャルコンサート

東京フィルハーモニー交響楽団
コンサートマスターが来姫

夏休みに親子で楽しむ
クラシック名曲コンサート

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015
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  9：00葛1 1：30
1 2：30葛1 7：00

姫路市文化センター
〒670‐8544　姫路市西延末426番地1　☎（079）298‐8015　F A X（079）293‐7300
●JR姫路駅・山陽電車姫路駅から徒歩約25分、タクシー約5分　●山陽電車手柄駅から徒歩約15分
●神姫バスJR姫路駅南バスターミナル22番のり ばから乗車、約10分。「姫路市文化センター前」下車すぐ

姫路キャスパホール
〒670‐0913　姫路市西駅前町88 キャスパ7階（山陽百貨店西館） ☎（079）284‐5806 F A X（079）284‐8048
●JR姫路駅・山陽電車姫路駅から徒歩約5分

パルナソスホール
〒670‐0083　姫路市辻井九丁目1番10号　☎（079）297‐1141　F A X（079）297‐8083
●神姫バス姫路駅北口バスターミナル10番のりばから「書写山 ロ ープウェイ」「大池台」行きに乗車、
　約15分。「姫路高校前」下車すぐ
●JR姫路駅・山陽電車姫路駅からタクシー約15分

発行 ： 姫路市
編集 ： 姫路市文化国際交流財団

 〒670‐8544 姫路市西延末426番地1　TEL（079）298‐8012 FA X（079）293‐7300VOL.3 98文化情報 姫路 5月号
2020 年 4月30日発行（毎月1回月末発行）

第23回 姫路ジャズフ ェスティ バ ル　
地元ジャズ・バ ン ド大集合　

姫路市はもとより播磨
各地から腕に覚えのあ
るアマチュアバンドが
大集合。1日中ジャズ
の音色に染まる恒例の
ジャズフェスティバル
です。
出演／ Twink le Jazz Orchest ra、West winds Jazz Orchest ra、

兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部、
M ega Tone Jazz Orchest ra、兵庫県立大学JA ZZ研究会、
鈴木慎哉 Group、Sunday Sounds Jazz Orchest ra、
Sat urday Night Gang Big Band、
SHINY HEARTS JA ZZ ORCHESTRA（出演順）

　　　司会：三浦紘朗

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

9月6日（日） 11：00～／文化センター 大ホール／
500円（全自由席）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※5月5日（祝）から公演日延期となりました。

懐 か しの洋楽 ヒッ トパ レ ー ド

キャスパホールで人気の、オリジナル音源を
中心としたC Dコンサート。司会進行はおな
じみ、元ラジオ関西の名パーソナリティーで、
現在もフリーアナウンサーとして活躍中の三
浦紘朗さんです。事前に寄せられたリクエス
トの中から選曲した名曲の数々を、三浦さん
の親しみのある語り口とわかりやすい解説と
ともに、ご堪能ください。

■問  キャスパホール　☎ 079 －284－5806

第16回 ～誰かさんと聞きたいこの曲～
9月24日（木） 14：00～／キャスパホール／700円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※5月27日（水） 発売開始［友の会 5月25日（月）］
※5月28日（木）の「第15回 〜私が洋楽にハマったこの曲〜」は中止となり
　ました。

第27回 キャ スパ 能

祇園祭の長刀鉾を奉納したと伝
わる名工・三条小鍛冶宗近は、
帝から剣を打つよう勅命を受
け、稲荷明神が相槌となり剣を
打ち上げます。動きのある、み
どころが多い一曲をお楽しみく
ださい。公演当日（11：00～）に
は初心者向け講座「さいしょの
一歩 その19」も実施します。

演目／能　　「小鍛冶」白頭
　　　　　　　上野朝義、江崎正左衛門 他
　　　仕舞　山田義高、田中章文 他

■問  キャスパホール　☎ 079 －284－5806

8月23日（日） 13：30～／キャスパホール／
一般 4,000円、高校生以下 2,000円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※5月15日（金） 発売開始［友の会 5月13日（水）］

第48回 姫路落語会

出演／桂ざこば、桂南光、桂米團治、桂宗助、桂米紫、桂そうば

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

8月29日（土） ①10：30～ ②14：00～／文化センター 小ホール
／4,000円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※6月11日（木） 発売開始［友の会 6月9日（火）］

三浦紘朗

桂ざこば 桂米團治桂南光

みなさまに愛されて48年。
今年も2回公演でお届けします。

名刀を打ちあげる相槌の音響く

ワンコインでジャズ三昧 名曲の数々と三浦紘朗のトークを楽しむ
C Dコンサート
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