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もっと良い演奏のために、
これ からも学び続 け た い

合唱指導者　 竹  上   孝  子  さん
たけ うえ たか こ

出場し、その次の広嶺中学校ではコーラス部を新設、３年
目から昨年度まで計８回の全国大会出場を果たしていま
す。
　多感な中学生に、どんな魔法を？「そんなものはないで
す（笑）。もしもわたしに秀でている点があるとすれば、根
気強いこと。いまできなくても焦らず、できたときには大
いに褒める。変声期の男子部員にもじっくり向き合いま
す」。ストレッチやジャンプを取り入れたユニークな発声
練習をしたり、合唱の様子を録画して部員と見直し、次の
目標を共有したり。「今日はできなくても、明日はできるか
もしれない。部員には『競争相手は昨日の自分』といつも
言っています」。
　竹上さん自身の競争相手も、昨日の自分なのかもしれま
せん。「演奏会のたびに、もっとやれることがあったのでは
と考えてしまい、子どもたちに申し訳なく感じる。階段を
上れば違う景色が見えるように、進めば進むほど課題が見
えてくる。もっと良い演奏ができるためのなにかを、これ
からも探し、学び、試していきたい」と話します。
　外出自粛で気持ちが沈んでいたとき、合唱曲を主に手が
ける作曲家の松下 耕さんが発表した「To L ive」を聴き、
声が集まったときの熱量を改めて感じたという竹上さん。
「合唱は言葉を歌い、 言葉は人の気持ちを動かす。 部員、 団
員と言葉をかみくだき、作品を感じ、表現することはとて
も豊かな作業です。みんなと集まり、笑い合い、歌える日
が待ち遠しい」と話しています。

　市立中学校の混声合唱部を次々と全国大会へ導き、音楽
教諭を退任した今も広嶺中学校コーラス部講師を務め、各
中学校の合唱部 OBらが集う合唱団「響」などでも指導を続
ける竹上孝子さん。これまで県優秀教員、文部科学省優秀
教員の表彰を受けたほか、昨年度は関西の合唱振興に顕著
な功績を残したとして関西合唱連盟の長井賞を、ならびに
平成の姫路市の合唱発展を大きく支えたとして姫路市芸術
文化年度賞を受賞しました。「子どもたちはもちろん保護
者のみなさんにも支えていただき、家族の協力もあった。
心から感謝しています」と話します。
　教諭となって最初の３年間は小学校に勤務。さまざまな
タイプの子どもたちと過ごす素晴らしさを実感したといい
ます。異動した大白書中学校で合唱部の顧問になり、網干
中学校に移ってからも「どうすれば力を伸ばせるのか」と
試行錯誤の日々が続きました。ある日、同じ中学生の演奏
を聴けば向上心が芽生えるのではと考え、近隣で実力のあ
る合唱部を文化発表会に招きます。
　演奏を聴いた１年生の男子部員が、こぼした言葉。「『指
導者が変わるとこんなに違うんや』と言ったんです。もち
ろんカチンときたしショックだったけれど、ああ、確かに
その通りやなあと、目からうろこが落ちた。子どもに要求
するだけでなく、わたしにももっとやるべきことがあるの
だと、 彼が気づかせてくれました」。 新たな指導法を取り入
れ、２年後にはM B Sこども音楽コンクール西日本大会に進
出、さらに全国大会初出場で金賞受賞という快挙を成し遂
げました。次に赴任した灘中学校でも全国大会に５回連続
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パ ルナソスホー ルが
【公式】Y o uTu b e チャンネルを開設 しま し た

■問 パルナソスホール　☎ 079‐297‐1141

　市立姫路高等学校音楽ホールとして開館したパルナソスホールに
は、市立姫路高等学校創立５０周年を記念して同校同窓会「鷺城会」
から寄贈されたパイプオルガンがあります。
　ホールや劇場という空間の中で、演奏者と観客が音楽を共有する
ことが自粛されるようになった今だからこそ、パルナソスホールの
シンボルともいえるこのオルガンを使ってできることは――。模索
を続けた専属オルガニストとスタッフが、５月から動画配信を行っ
ています。
　オルガニストによる演奏や、昨年１２月に開催したプロジェクショ
ンマッピング「音と光のクリスマス・ファンタジー」の映像、オル
ガニストとスタッフの企画動画などを配信しているほか、オルガン
演奏を紹介する「オルガン便り」、ワンポイント解説・演奏を交えた
「オルガンシリーズPlus＋」などの配信準備も進んでいます。

こちらの QRコードからY ouTubeチャンネルにアクセスできます。

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸

　人々の心を結びつける文化や芸術の力は、この先もきっと必要です。パルナソスホールで再び音楽を通して皆様と感動
を共有できるその日まで、長田真実さん、天に向かって凛とそびえる“楽器の女王”オルガンとともに、歩みを進めてま
いります。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 パルナソスホール　スタッフ一同　

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸

　音楽が響かなくなったパルナソスホールの大きな空間の中で、オルガンもま
た、喜びをもって皆様と再会できる日を静かに待ち望む毎日です。このような
状況の中、専属オルガニストとしてホールに出入りすることが許され、楽器に
触れられる環境が与えられていることに、心から感謝しています。
　今の状況下でこのホールの響きや音楽を皆様にお届けできるのは自分しかい
ないのでは、と気づかされたとき、新たな企画を思いつきました。「【おうち時
間】パイプオルガンと在宅コラボ外」では、いつもは舞台裏で縁の下の力持ち
となり、一緒にホールを盛り上げてくださるスタッフとコラボレーションし、
ルロイ・アンダーソンの「タイプライター」という作品に合わせて、私たちの
日常に溢れるリズムや音が暮らしを生き生きとさせてくれる様子を描きまし
た。
　オルガンの陽気な響きにのせた、多才なスタッフの名演技外 見ても聴いても
楽しい作品ですので、おうちでの時間をぜひ音楽と共にお過ごしください。 　　　 ホールオルガニスト・長田真実さん　

【おうち時間】
パイプオルガンと在宅コラボ！

【開設記念】
パルナソスホールYouTubeチャンネルを

立ち上げました！

【演奏動画】
L ．アンダーソン：クリスマス・フェスティバル

チャンネル名：パルナソスホール【公式】

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸
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※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。

主催事業のご案内

お問合せは 姫路市文化センター
緯 079‐298‐8015

パ ルナソスホー ル
緯 079‐297‐1141

姫路キャスパホー ル
緯 079‐284‐5806

★ についての詳細は巻末の「事業あんない」をご覧ください。
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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。

5

（
切
り
取
っ
て
お
役
立
て
く
だ
さ
い
）

且
且

※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。

問　合　せ　先料　　金場　　　所開終演時間催　　　物　　　名日

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ５，０００円
高校生以下 ３，０００円文化センター 大ホール１４：００～１６：００★神田 将 エレクトーンコンサート２１（日）

of f iceくる〇くる
０９０‐６０８５‐４５８６（副島）３，０００円市民ギャラリー

アートホール１８：３０～２０：１０★３人寄ればそえんじゅとちょめLive ２０２０ V ol ．９２７（土）

姫路地区骨髄バンク推進センター
０７９‐２９８‐９４４７

一　般　 １，３００円
６０才以上・障がい者
　　　　 １，１００円
小・中・高生 ５００円

市民会館 大ホール１０：３０～他１回★骨髄バンクチャリティ映画会「長いお別れ」２８（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
「がんばる宇宙望遠鏡」

１（月）
～２９（月）

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Ｃ「LIFE いのち」

 ９：４５～他１回プラネタリウム特別投影「たなばた星まつり」
 ※土・日・月を除く７/３（金）まで２４（水）～

■ コ ンサー ト・舞台・イ ベ ン ト

※ 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

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
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 ―」～７/１２（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」

～８/１６（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）

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～８/３０（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 ―」～２０２１/ ４/１１（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★版画のプロと学生版画展６/ ８（月）～ １９（金）

香寺民俗資料館
０７９‐２３２‐３５２２（土・日）

一　 般 ４００円
中・高生 ２００円
小学生 １００円

香寺民俗資料館１０：００～１６：００★企画展「沙羅をめでる会と箱の世界展」６/１３（土）～ ２１（日）

中井三成堂　０７９‐２８２‐１５７５無料中井三成堂画廊１０：００～１９：００★江戸 浮世絵 北斎・廣重展６/１７（水）～ ２９（月）

姫路科学館　０７９‐２６７‐３００１一　般　　 ２００円
小・中・高生 １００円姫路科学館 １階特別展示室 ９：３０～１７：００★特別展「夏のむし・ムシ大集合７」７/ １（水）～ １９（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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コンサート／舞台／展示・アート

　
  文化セ ンター  
■神田  将  エ レク トーン コ ンサー ト

ゆき

６月２１日日１４：００〜１６：００／大ホー ル／
一般５,０００円、高校生以下３,０００円
圧倒的な表現力と自然な音色で聴く人を魅
了す る神田 将の出演。数 の々ミ ュ ージカルナ
ン バーを演奏す るほか、公募合唱団との共演
も。 曲目は 「レ・ミゼラブル」 より “民衆の歌”
他。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■ 3人寄れ ばそえん じゅとちょめ Live 2020
Vol .9
６月２７日土１８：３０〜２０：１０／ア ー トホー ル ／ 
３,０００円
全国各地で コ ンサート活動を行うシンガーソ
ン グライター・そえんじさんのア コ ー ステ ィック
ライブ。
■問  of fice くる○くる
　☎０９０‐６０８５‐４５８６（副島）
　
  手柄山交流ス テーション  
■ High school music fes t i val Call 7
 izanai 誘い
７月２４日祝・２５日土、１０：００〜１６：００／山上
広場／無料
姫路城が見渡せ る手柄山のス テージに市立
飾磨高校などから約１０校のバンドが出場し、 
さまざまなジャン ルの音楽を披露す る。

■問 Call 実行委員会
　☎０９０‐９５４８‐４８４４（小林）

　
  キャスパホー ル  
■桂南光 独演会
７月１９日日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」 他。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２

　
  書写の里・美術工芸館  
■ 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

■春季特別展示
「時をかざ った陶磁 − 中国文明の美 −」
７月１２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※会期延長となりま
した。
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。
■問 書写の里・美術工芸
　館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  姫路市立美術館  
■姫路市市民美術塾
８月３０日日 まで、 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。 特集展示とし て、 梶
一郎の姫路城スケッチの コ ーナーを設け る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８

■志村ふくみ展 いのちを織る
７月４日土〜８月３０日日、１０：００〜１７：００
※前期は８月２日日 まで、後期は８月４日火 から
／企画展示室／一般１,０００円、高・大生６００
円、小・中生２００円
 紬織 で前人未踏の豊かな芸術世界を開拓
つむぎおり

した染織家・志村ふくみ（重要無形文化財
保持者、文化勲章受章者）の歩みをたどる
展覧会。滋賀県立近代美術館が所蔵す る
コレ クションを中心に、初期から現在までの主
要な紬織着物１００点を展示す 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

姫路市ジ ュニアオーケス トラ 団員募集PICK UP

■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／7月10日金まで（二次募集）
●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。※オーディションがあります

　　　　　　　（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

コ ンサー ト Concer t

舞台 Stage

※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

のごみ人形

「三彩駱駝俑」
唐時代7‐10c 個人蔵

「 聖  堂 」 １９８９年　滋賀県立近代美術館蔵
み どう
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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。

7

展示・アート／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。

　
  香寺民俗資料館  
■企画展「沙羅をめでる会と箱の世界展」
６月１３日土〜２１日日、１０：００〜１６：００／一般
４００円、中・高生２００円、小学生１００円
播磨地域の民具や農具を収集・展示す る同
館で、同館が所蔵す る江戸時代から昭和初
期までの「箱」の数 を々展示す る。
■問 香寺民俗資料館
　☎０７９‐２３２‐３５２２（土・日）
　
  姫路科学館  
■特別展「夏のむ し・ムシ大集合7」
７月１日水〜１９日日、９：３０〜１７：００／１階特
別展示室／一般２００円、小・中・高生１００円
カブトムシやクワガ タ ムシなど夏のいろいろな
ムシたちを紹介す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
　
  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
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
　
  三木美術館  
■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」
８月１６日日 まで、 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
　
  ギャラ リ ー前（ぜん）・山野井店  
■版画のプロ と学生版画展
６月８日月〜１９日金、１２：００〜１６：００／無料
ピカソや村上暁人らプロの作品、東京美術
大学、武蔵野美術大学などの学生による作
品を展示す る。
■問 ぜ んかい画廊　☎０９０‐３２６３‐６３１６
　
  中井三成堂画廊  
■江戸 浮世絵 北斎・廣重展
６月１７日水〜２９日月、１０：００〜１９：００／無料
葛飾北斎「富嶽三十六景」や歌川広重「東
海道五十三次」などの復刻版木版画を展示
す る。
■問 中井三成堂　☎０７９‐２８２‐１５７５

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
　
  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 −」
臨時休館中で開幕延期につき、公式図録や
ガ イ ドブック、オフ ィ シャルグッ ズ（ク リ アファイ
ル、エ コバッグなど）の通信販売を実施中。
販売期間は ６月３０日火 まで（※変更の場合
あり）。商品の詳細や購入方法については同
館ホームページまで。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１

■特別企画展「唱歌 ！ 西洋音楽がやっ て来た
− 明治の音楽と社会 −」
７月１１日土〜８月３０日日、１０：００〜１７：００／
一般５００円、大学生３５０円
唱歌が生まれ て約１４０年。日本の伝統文化
と感じられるほどなじみの深い唱歌を通し
て、幕末における日本人と西洋音楽の出会
いから明治期の西洋音楽の導入、日本の音
楽や社会・文化に与えた影響などを紹介す
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
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 −」
２０２１年４月１１日日 まで、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
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

　
  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
「がんばる宇宙望遠鏡」
６月１日月〜２９日月、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
地上の望遠鏡では見えない宇宙の姿を届け
てくれる宇宙にある天文台・宇宙望遠鏡の
活躍を紹介す 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 C
「 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

■ プラネタ リ ウ ム特別投影
「たなばた星まつり」
６月２４日水〜７月３日金、１９：４５〜 ２１１：００
〜※土・日・月を除く／一般５２０円、小・中・
高生２１０円
七夕の夜空に見える星座や織姫と彦星の物
語を、カッパの河太郎と楽しむ。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
　
  県立歴史博物館  
■歴史講演会「北垣国道と生野の変」
７月５日日１４：００〜１５：３０／地階ホー ル／
３００円（定員先着１００名）
養父市社会教育委員の村上義隆さんが講
演を行う。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
　
  市立手柄山温室植物園  
■ア ロ マイ ベ ン ト
７月８日水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
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8 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（8月号なら6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。

イベント／募集

２５名／７月２２日水 から８月５日水 までに
申込

■問 県立歴史博物館　０７９‐２８８‐９０１１
■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
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

チェン バロに興味のある小学生以上対象。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■あ じさい俳句 コ ンテス ト
募集期間：６月６日土～７月１９日日
市内のアジサイの名所の一つ「見野古墳群
和光公園」にちなみ、アジサイをテーマにし
た俳句コ ンテ ストを実施す る。
■問 見野の郷交流館　☎０７９‐２５２‐６６５９

■第六回 藤原正彦エッセイ コ ンク ー ル
募集期間：６月１０日水～９月１５日火
エッセイ ストとし ても知られる数学者で姫路文
学館館長の藤原正彦さんが選考を務める コ
ン クー ル。【中学生部門】【高校生部門】【一
般部門】の３部門で作品を募集し、優秀作品
を表彰す る。 テーマは自由、 ４００字詰原稿用
紙５枚以内。
■問 姫路文学館エッセイ コ ンク ー ル係
　☎０７９‐２９３‐８２２８

■県立歴史博物館 いきいき トライア ル
●姫路 はり こ・お面の絵付け
８月８日土１３：３０～１５：３０／講師：松尾 哲
さ ん（松尾哲工房） ／１,０００円／定員２５名
／７月８日水 から２２日水 までに申込

●杉原紙 紙漉き体験
８月２２日土１４：００～１６：００／講師：多可町
立杉原紙研究所職員／１,０００円／定員

　
  市 民 会 館  
■骨髄 バンクチャ リ ティ映画会
「長いお別れ」
６月２８日日 １１０：３０～ ２１３：３０～／大ホー
ル／一般１,３００円、６０才以上・障がい者
１,１００円、小・中・高生５００円
父の７０才の誕生日に帰省した娘たちが知っ
たのは、厳格な父が認知症になったという事
実だった。父の発症により自分自身の人生と
向き合うことになる家族の７年間を、優しさと
ユーモアたっぷりに描く希望に満ちた物語。
蒼井優、竹内結子、山崎努 他の出演。
■問 姫路地区骨髄バンク推進センター
　☎０７９‐２９８‐９４４７

　

■チェンバ ロ 講座「1日体験」
８月１０日祝１３：００～１４：００ ／ パルナソ スホー 
ル／講師：高橋千恵さ ん／２,０００円／定員
５名程度（経験不問）／６月２４日水 から７月
１５日水 までに申込※定員に満たない場合
は申込期間を延長

※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

助成の対象
姫路市内を主たる活動の本拠とする団体または個人が行う芸術
文化活動、生活文化活動で、活動に対する会計経理が明確であ
り、事業を完遂できる見込みがあること。1団体または1個人に
つき、1会計年度2事業（※上期、下期各1事業）までを対象と
します。
対象となる事業
市民文化の振興に資する公演、発表会、展示会、講演会等の事
業で、広く市民を対象とする事業。
（例）●発表事業

…日頃の文化活動の成果を広く市民に公開、発表するも
の。音楽会、演劇・舞踊の公演、美術展、自主映画会、
民謡、民踊、生活文化展（華道、書道展など）、文芸
作品集の発行等。

　　●鑑賞事業
…自分達の活動発表でなく、他の芸術家の演奏会、展覧
会をプロデュースして開催することで文化芸術に触れ
る機会を広く市民に提供するもの。

　　●文化講演会、セミナー等
…文化講演会、講座、セミナー、シンポジウム、フォー
ラム、公開レッスン、ワークショップなど、文化芸術
にかかる市民への啓発普及事業。

対象とならない事業
・姫路市の文化振興に寄与しない事業
　（例：事業実施会場が姫路市外の事業）
・宗教的活動、政治的活動
・営利を主目的とする事業
　（例：フリーマーケットの要素のある事業）
・一般市民が入場、見学できない事業
・文化祭など学校行事や学校のサークル・クラブ活動の一環と
見なせる事業

・学術的な会合や学会に類する事業
・売上の寄付を目的とするチャリティー事業
・姫路市の資金援助による他の助成金等の対象となっている事
業

・その他助成にふさわしくない事業
受付方法の変更について
受付窓口の混雑を避けるため、郵送でも申請を受け付けます
（7月20日（月）～31日（金）※必着）。
なお、申請書類に必要事項の記入が無い、必要資料が添付され
ていない等の不備がある場合は受付ができませんのでご注意く
ださい。
窓口での受付は従来通り行います。申請受付時間をご確認の上、
お越しください。
所定の申請書類は、財団ホームページからダウンロードするか、
下記までご請求ください。
■問 姫路市文化国際交流財団 振興課　☎079‐298‐8014
　〒670‐8544 姫路市西延末426番地1 姫路市文化センター内
　http://himeji-culture.jp

こちらのQRコードから
財団ホームページにアクセスできます。

※申請受付時間　10：00～12：00／13：00～16：00 ※平日のみ
※事前のご相談も受け付けております。

助成対象事業の実施期間および受付期間
申請受付期間事業実施予定日実施期間

令和2年  8月3日（月）
～8月7日（金）

令和2年10月1日（木）
～令和3年3月31日（水）下期

P I C K  U P
令和2年度 下期文化活動助成 につい て

“姫路の芸術文化を盛 り上 げたい”という方のご応募をお待ち し ています 。
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9

姫路市を中心とする播磨地方の総合文化誌として1991年秋に創刊された季刊誌『 BanCul（バンカル）』。
おかげさまで発刊以来通算115号を迎えました。バックナンバーをご紹介します。（文中敬称略）

上記のバックナンバーはいずれも686円＋税。
お問合せは 姫路市文化国際交流財団「バンカル」編集室　緯 079‐298‐801 2 まで。

バックナンバーのご紹介

●2018春　107号
特集「生野街道を行く」／日本遺産
に認定された、播但を貫く「銀の馬
車道 鉱石の道」のルーツとなる生
野街道を特集。姫路市の大黒壱丁町
から船津、福崎町の辻川、市川町の
屋形、神河町の猪篠、朝来市生野町
の真弓峠を経て生野銀山までの旧街
道をルポし、歴史と魅力を伝えてい
ます。

●2018冬　106号
特集「姫路・播磨 伝統工芸の極み」
／書写の里・美術工芸館の協力で、
播磨の豊かな風土と歴史が育んだ姫
路・播磨の伝統工芸品の「在りし日」
と「いま」を訪ねる試み。明珍火箸、
京蒔絵、彩漆、蒔絵、木彫、唐木指
物、姫路はりこ、播磨藍、高砂染な
ど匠の仕事場への訪問も。

●2017秋　105号
特集「千姫 ―姫路入り四〇〇年」／
政略結婚で７才で豊臣秀頼に嫁ぎ、
大坂落城後は本多忠政の嫡男忠刻に
再嫁。姫路城で「生涯で最も幸せ
だった」といわれる９年余りを過ご
した千姫の生涯とその足跡をたどる
特集。伏見、大坂城、桑名から姫路
城西の丸など、千姫ゆかりの地ルポ
も。

●2017夏　104号
特集「播磨の身近なレッドデータ」
／植物や野鳥、爬虫類、昆虫、地形・
地質など、暮らしの身近にあるレッ
ドデータ（絶滅の恐れのある野生生
物の種）と、そうした生き物と環境
を守るために活動する人やグループ
を紹介するとともに、私たちに残さ
れた課題について考えてみました。

●2019春　111号
特集「播磨の巡礼道を行く」／播磨
の名刹、西国三十三所第二十五番札
所「御嶽山播州清水寺」、第二十六番
札所「法華山一乗寺」、第二十七番札
所「書写山圓教寺」の紹介と、大樹
玄承「西国巡礼における書写山圓教
寺」を柱に、それらの札所を結ぶ巡
礼道を「祈りの道を行く」としてル
ポしました。

●2019冬　110号
特集「おいしい播磨」／「食材の宝
庫」として知られる播磨の「食」を
特集。姫路市の前どれの魚や、高砂
市のあなご、相生市の牡蠣、佐用町
の鹿肉など「味」を活かしたまちづ
くりの紹介や、ぼうぜ鯖（姫路市）、
もち麦（福崎町）、播州百日どり（多
可町）など播磨の美味しい食探訪も。

●2018秋　109号
特集「世界遺産２５周年 姫路城は、
いま」／世界遺産登録２５周年を記念
する特集。久保美智代「世界遺産・
姫路城の魅力」、大谷輝彦「世界遺産
としての姫路城と今後の課題」、工
藤茂博「姫路城の修理絵図と藩主上
覧」などに加え、編集委員が選んだ
「バンカル的 姫路城新八景」も掲
載。

●2018夏　108号
特集「はりまの庭園」／烏賀陽百合
「庭園を観る ― 新しい魅力と楽しみ
方」、中瀬 勲「暮らしと日本庭園」、
西 桂「播磨の庭園の特色と魅力」の
ほか、「姫路城西御屋敷跡庭園 好古
園」（姫路市）、「應聖寺庭園」（福崎
町）、「田淵氏庭園」（赤穂市）、「太山
寺安養院庭園」（神戸市）など名庭園
の探訪も。

●2020春　115号
特集「美作道を行く」／姫路と美作
国（現岡山県）津山を結んだ「美作
道」を特集。宇那木隆司「美作道 ―
 絵図でたどる ―」、 板谷 武 「美の国
は近くて近い国 ― 美作国の魅力」
のほか、下手野、飾西、東觜崎、千
本、三日月、美作土居、津山など街
道の宿場町をルポ。誌面を通して美
作への旅が楽しめます。

●2020冬　114号
特集「はりまの陣屋」／姫路城など
の城郭に比べ、意外と知る機会のな
い陣屋と陣屋町に注目。山上雅弘の
「播磨の陣屋と大名・旗本」のほか、
姫路市の林田陣屋、安志陣屋、佐用
町の乃井野陣屋、宍粟市の山崎陣
屋、神河町の福本陣屋、小野市の小
野陣屋など「わがまちの陣屋」を紹
介しています。

●2019秋　113号
特集「はりまと『万葉集』」／新元号
「令和」の典拠となった『万葉集』。
井上さやか「『万葉集』の愉しみ」、
松尾 光「万葉集時代の播磨」などに
加え、明石大門、印南野、日笠の浦、
飾磨川、室の浦、家島など、播磨の
万葉ゆかりの地をルポ。独文学者で
エッセイストの故池内 紀のバンカ
ル最後の原稿の掲載も。

●2019夏　112号
特集「播磨の平成」／「姫路百祭シロ
トピア開催」から「『銀の馬車道 鉱
石の道』『北前船』日本遺産に認定」
まで、平成時代の播磨と、平成とと
もに歩んできたバンカルの３０年を回
顧。 中元孝迪 「白皙の守護神 ― 池田
輝政」、鄭 義信「こんなんで勘弁し
てください」など連載記事も好調で
す。
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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 6月号

チケット払戻期間会　　場公 演 日 時公　　演　　名

6月30日（火）まで文化センター 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31日（日）までパルナソスホール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

6月30日（火）まで文化センター 大ホール6月 6日（土）　中止小曽根 真 featuring No Name Horses
Unt il We Vanish 15× 15

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

※パルナソスホール7月18日（土）　中止ピアノスクール第20回記念
上田晴子＆ジャンミッシェル・キム ピアノデュオ

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。

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 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10月17日（土）

14：00～
オルガンシリーズ　V ol .6
 瞬 
い

 間 を描く即興の世界
ま7月 9日（木）7月 7日（火）

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7月 9日（木）7月 7日（火）

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」7月10日（金）7月 8日（水）

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7月16日（木）7月14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7月17日（金）7月15日（水）

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～7月29日（水）7月27日（月）

前売券の発売開始
※5月・6月の発売開始日が、下記のとおり変更となっています。

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 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
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■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。

     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

フルートとハープの癒しの音色で紡ぐ歌心

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

こど もオペラ「3 匹のこ ぶた」
夏休みに親子で楽しむ
クラシック名曲コンサート

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）
※7月10日（金） 発売開始［友の会 7月8日（水）］●発売日が変更になりました。

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  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。
※7月16日（木） 発売開始［友の会 7月14日（火）］ ●発売日が変更になりました。

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

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

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）

第27回 キャ スパ 能
名刀を打ちあげる相槌の音響く

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  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。
※7月17日（金） 発売開始［友の会 7月15日（水）］ ●発売日が変更になりました。

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

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。

桂ざこば 桂米團治桂南光

■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。
※7月9日（木） 発売開始［友の会 7月7日（火）］●発売日が変更になりました。
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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 99文化情報 姫路 6月号
2020 年 5月31 日発行（毎月1回月末発行）

※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。

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。

ワンコインでジャズ三昧

オ ルガンシ リ ーズ V o l．6
 瞬  間 を描く即興の世界
い ま

1920年代の無声映画に即興で音をつける
「サイレントムービー即興」と、お客さま
からいただいたメロディ（モチーフ）をもと
にその場で作曲・演奏する「モチーフ即興」
をお楽しみください。

出演／比嘉志穂乃（オルガン）

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

10月17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。
※7月9日（木） 発売開始［友の会 7月7日（火）］

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～

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

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。
※7月29日（水） 発売開始［友の会 7月27日（月）］ ●発売日が変更になりました。

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

オルガン×サイレントムービー

比嘉志穂乃

三浦紘朗
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