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能の魅力を今の時代に、
そ し て次代に伝えたい

能楽師　 江  崎   欽  次  朗  さん
え さき きん じ ろう

坪 賢  明 さんはその後、欽次朗さんに弟子入りし、３年前の
たか てる

姫路城薪能でデビューしました。「この世界に入ってくれ
るなんて、わたしにとっては宇宙で新しい星を見つけるよ
うなもの。大切に育てたい」と期待を寄せます。
　県民芸術劇場の学校向けプロモーション映像制作や、
ひょうごアーティスト動画配信事業が進行中ですが、舞台
に上がるのは少し先になるとのこと。「芸能は商いではな
く、良い心を伝えていくもの。日々をきちんと生き、学び、
考え、自分の血や骨になるまで稽古し切ったものをもって
舞台に上がり、再開を待ってくださったみなさまの期待に
応えたい」。
　自粛期間に、能の魅力を改めて感じたとも話します。「煌
びやかな装束、美しい大和言葉、日本特有の音階で奏でる
囃子方の音色など、舞台空間を目や耳で味わう芸能である
と同時に、一つひとつの物語に哲学や文学、演劇、音楽な
どの要素がギュッと濃縮されている、まるでエスプレッソ
のような世界」。「能は物語を確認しながら楽しむ芸能」と
し、「キャスパ能」などでは開演前にあらすじや言葉の意
味、登場人物の心情などを細やかに解説していますが、「観
たいと思ってもらえるような仕掛けをもっと考えていく必
要があるし、今の時代にマッチしたものとして届けられる
よう、さらに工夫を凝らしたい。江崎家の先人たちの技術
と努力の結晶を、きちんと次代に引き継ぎたい」と未来を
見つめます。

　正保２年（１６４５）から姫路藩主の御用能楽師を務めてき
た福王流ワキ方江崎家の十二世・江崎欽次朗さんが、２０１９
年度の姫路市芸術文化賞を受賞しました。「一人でも多く
の方に楽しいと思ってもらえるような舞台を、ワキ方なの
で目立たぬよう、でも一生懸命に、これからも務めていき
たい」と話します。
　２才半から稽古を始め、７才で初舞台を踏みます。中学
生になり能から離れ、教師を志して大学に進学しますが、
家を継ぐと決意し大阪能楽養成会へ。関西を中心とする全
国各地、また海外でも舞台を務め、２０１４年に国重要無形文
化財保持者（総合指定）に認定。翌１５年３月に神戸市の湊
川神社で襲名披露能を開催し、曾祖父の九世が名乗った
「欽次朗」の字を使い、十二世として当主を継承しました。
襲名披露能では十一世の父・江崎正左衛門さん、長男の太
朗さんとともに三代能を披露。１８年には兵庫県芸術奨励賞
を受賞しました。
　毎年１００番ほどの舞台に出演していますが、今年は２月
下旬から公演が中止となり「こんなに長く本番がないのは
初めて」。 ６月に入りようやく能の講座を再開したほか、 自
宅の能舞台で毎年実施している文化庁助成事業「姫路こど
も能楽教室」も始まりました。今年は小学３年生から中学
３年生まで１０名の参加があり、社会的距離の確保などの安
全対策をとりながら隔週で稽古し、８月１０日祝に発表会を
行う予定です。
　この教室は小・中・高校生が仕舞や小鼓、 謡 を学ぶもの

うたい

で、２００７年に始まり今年で１４回目。２回目から参加した大
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「音楽フレン ドシップ協定」締結

　姫路市文化国際交流財団が、日本センチュリー交響楽団と
「音楽フレンドシップ協定」  を締結しました。  去る３月２３日に
両団理事長が出席し、清元秀泰姫路市長の立ち会いのもと、
姫路市役所で調印式が行われました。
　大阪府豊中市に拠点を置き、関西を中心に活動する日本セ
ンチュリー交響楽団は、２０１９年に創立３０周年を迎えました。
財団と同楽団はこれまでも、姫路市内の小学校への出前演奏
会や公募合唱団との共演、楽団単独の演奏会などさまざまな
催しを協力して実施してきました。姫路市では、音楽活動を
通して文化の発展を図り、まちの賑わいを創出する「音楽の
まち・ひめじ」事業を２０１７年から進めており、協定の締結は、

この事業のさらなる活性化を目的としています。
　協定に盛り込まれているのは「文化芸術振興事業」「教育支
援事業」「人材育成事業」の３項目。来年秋にオープン予定の
文化コンベンションセンターでの演奏会や公演にあわせた
ワークショップの開催、姫路市ジュニアオーケストラや地元
の中学・高校吹奏楽部への指導などを想定しています。財団
と楽団が年間を通してさまざまな場面で連携し、市民のだれ
もが文化芸術を楽しむまちづくり、音楽がもっと身近に感じ
られるまちづくりを推進していきます。

■問 姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079‐298‐8014

（左から）姫路市文化国際交流財団・三宅知行理事長、清元秀泰姫路市長、
　　　　 日本センチュリー交響楽団・水野武夫理事長

煙文化芸術振興事業
市民を対象とした演奏会などの普及啓発活動の実施
例）文化コンベンションセンターやパルナソスホールにおける演
奏会の実施

煙教育支援事業
市民を対象とした教育的支援活動の実施
例）地元音楽団体への技術的なアドバイスを含めた交流や、共催
事業の実施、公演にあわせたワークショップや地域へのアウ
トリーチ事業の実施

煙人材育成事業
将来を担う若手演奏家の発掘や人材育成を目的とした事業の
実施
例）地元の中学校、高等学校吹奏楽部への楽器クリニックの実施
や姫路市ジュニアオーケストラの指導、姫路パルナソス音楽
コンクール受賞者との共演など

　「音楽のまち・ひめじ」ホームページに「おうちで楽しむ
音まち・ひめじ♪」のコーナーができました。演奏動画をイ
ンターネット配信している姫路市ゆかりの音楽団体やアー
ティストの方々を紹介しています。
　クラシックやロック、ジャズなど、幅広いジャンルをお楽
しみいただけます。ぜひご覧いただき、新型コロナウイルス
対策で増えた“おうち時間”を音楽とともにお過ごしくださ
い。

「おうちで楽 しむ 音まち・ひめ じ ♪ 」

■問 文化国際課　☎ 079‐221 ‐2098

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

掲載アー ティス ト募集中！
　「おうちで楽しむ 音まち・ひめじ♪」にご協
力いただける音楽団体・アーティストを募集し
ています。詳しくは右記QRコードから、または
文化国際課までお問い合わせください。

音楽活動を行う みなさまへ
♪ロゴマークが使えます
「音楽のまち・ひめじ」の催しであることをお知らせするロ
ゴマークです。市内で音楽活動を行う方ならどなたでも広
報の際に使用いただけます。
♪広報活動をお手伝いします
　市民のみなさんが主催する音楽イベントについて、
　①季刊プログラム「音楽のまち・ひめじ」に掲載します
　発行は年４回、約４０，０００部発行。市内の全小学校児童、

文化施設、公共施設に配布しています。
②「音楽のまち・ひめじ」ホームページに掲載します
　ホームページ内の「イベント情報」に随時掲載します。

※広報の際には「ロゴマーク承認番号」が必要となり
ます。ロゴマークの使用申請、イベントPRのお申込
みについては文化国際課、または「音楽のまち・ひ
めじ」ホームページでご確認ください。

音楽のまち・ひめじ
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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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い
）

且
且

問　合　せ　先料　　金場　　　所開終演時間催　　　物　　　名日

コンサート企画「ラ・プロムナード・
ミュジカル」　０８０‐９２７９‐５１３３（松尾）無料あいめっせホール１５：００～１５：４５★プロムナード・コンサート番外編

２０２０松尾益民ピアノリサイタル ミニ４（土）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１観覧５００円（要申込）パルナソスホール【Ａ】 １３：００～１４：３０
【Ｂ】 １５：００～１６：３０★オルガン講座「１日体験」５（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８（水）

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ５，０００円
高校生以下 ３，０００円市民会館 大ホール１６：００～１８：００★宗次郎 オカリナコンサート１１（土）

書写の里・美術工芸館　０７９‐２６７‐０３０１１，０００円（要申込）書写の里・美術工芸館
竹林工房１０：００～１２：００★２０２０年 播磨工芸教室

陶芸教室１「夏休み子ども教室」マグカップを作る。１２（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１８（土）

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ３，５００円
高校生以下 ２，０００円キャスパホール１４：００～１６：１５★桂南光 独演会１９（日）

ユニオンミュージック
０８０‐２５１９‐２３４１（岡田）無料キャスパホール１０：００～１６：３０ピアノ発表会

２３（祝）

２４（祝）

Call 実行委員会
０９０‐９５４８‐４８４４（小林）無料手柄山交流ステーション

山上広場１０：００～１６：００★High school music festival Call ７ izanai 誘い
２４（祝）

２５（土）

書写の里・美術工芸館　０７９‐２６７‐０３０１２，０００円（要申込）書写の里・美術工芸館
竹林工房１０：００～１２：００★２０２０年 播磨工芸教室

陶芸教室２ 自由に作陶（課題製作もあり）。２９（水）

にしむラボ　０９０‐９７０６‐９０５９無料市民ギャラリー
アートホール１４：３０～１５：３０★演劇公演「監獄 LOCK」３１（金）

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
「いつ会える？ 織姫星と彦星」

１（水） 
～３１（金）

平日１３：５０～他１回
学校休業日
　　１２：４５～他１回

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」～２７（月）

土・日 ９：４５～プラネタリウム全天映画Ｃ「LIFE いのち」投影中

 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～３（金）

■ コ ンサー ト・舞台・イ ベ ン ト

備　　　考会　　場日　　時公　　　演　　　名

５月１６日（土）・１７日（日）から延期していましたが、中止となりました。
１２月１３日（日）に延期していた受賞者演奏会も中止となりました。パルナソスホール７月１１日（土）・１２日（日）第２３回 姫路パルナソス音楽コンクール

パルナソスホール７月１８日（土）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

キャスパホール７月２５日（土）・２６日（日）舞台技術講習会

新型コロナウイルスの影響により中止となった催し
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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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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

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）

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～７/ ５（日）

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 ―」～８/１６（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）

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★特別展示

「時をかざった陶磁 ― 中国文明の美 ―」～８/３０（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～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）

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）

アールビバン　０３‐５７８３‐７１７１無料文化センター 展示室
１１：００～１９：００
３日は１４：００～、
６日は１８：００まで

超ラッセン原画展７/ ３（金）～ ６（月）

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★ベゴニア展７/ ４（土）～ １２（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★松田 寛「墨蓮 ― bokuren ―」７/ ４（土）～ １２（日）

姫路市立美術館　０７９‐２２２‐２２８８
一　 般 １，０００円
高・大生　 ６００円
小・中生　 ２００円

姫路市立美術館 企画展示室１０：００～１７：００★志村ふくみ展 いのちを織る７/ ４（土）～ ８/３０（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佐立るり子と会田洋子の絵画展７/ ６（月）～ １７（金）

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「宮西達也Newワンダーランド展
― ヘンテコリンな絵本の仲間たち」７/１０（金）～ ９/ ６（日）

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★非核平和展７/１１（土）～ ８/３０（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号館東室
１０：００～１７：００★

日本の祭礼玩具
７/１１（土）～１０/２５（日）

 ６号館西室日本の節句飾り

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★しろ［素］きかたち　―素材からアートへ―７/１８（土）～ ８/ ４（火）

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
一般展示室１０：００～１７：００★夏休み子どもミュージアム７/１８（土）～ ８/３０（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★食虫植物展７/１８（土）～ ８/３１（月）

荒川　０９０‐８２０６‐７８６３無料市民ギャラリー 第３展示室１０：００～１８：００★第３回 荒川鉄也 展７/２１（火）～ ２６（日）

佐々木　０７９‐２５１‐３３３５無料市民ギャラリー 第１展示室１０：００～１７：００★オーストラリア横断１人旅写真展７/２３（祝）～ ２６（日）

中川　０９０‐９０９８‐６８２９無料市民ギャラリー 第２展示室 ９：００～１９：００★MaRi展 宛先のない手紙
～時をこえて届いたMessage～７/２４（祝）～ ２６（日）

姫路科学館　０７９‐２６７‐３００１一　般　　 ４５０円
小・中・高生 ２５０円姫路科学館 １階特別展示室 ９：３０～１７：００★特別展「いきものハンター」７/２９（水）～ ８/３１（月）

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。

※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。
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6 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。
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コンサート／舞台／展示・アート

　
  あいめっせホー ル  
■プロ ムナー ド・コ ンサー ト 番外編
2020 松尾益民 ピア ノ リ サイ タル ミニ
７月４日土１５：００〜１５：４５／無料
「プロムナード・コ ンサート」を主宰す る松尾
益民さんのミ ニリ サ イタ ル。ベートーヴ ェン：ピ
ア ノ・ソナタ第８番ハ短調作品１３ 「悲愴」、ショ
パン：ポロネー ズ第６番変イ長調作品５３「英
雄」他を解説トーク付きで演奏す る。
■問 コ ンサー ト企画「ラ・プロ ムナー ド・ミュ
　ジカル」　☎０８０‐９２７９‐５１３３（松尾）
　
  市 民 会 館  
■宗次郎 オカ リ ナ コ ンサー ト
７月１１日土１６：００〜１８：００／大ホー ル／
一般５,０００円、高校生以下３,０００円
世界屈指のオカリ ナ
奏者・宗次郎の コ ン
サート。曲目は「昔
むかしの物語を聴
かせてよ」「暁のダン
ス」「コンド ルは飛ん
でいく」他。

■問 姫路労音
　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  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
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■演劇公演「監獄 LOC K」
７月３１日金１４：３０〜１５：３０／ア ー トホー ル ／
無料
県立姫路北高校演劇部OBの西村祐貴さ
んが、同OBの相坂海成さんをモデ ルに書き
上げた創作台本を上演す る。
■問 に しむラボ　☎０９０‐９７０６‐９０３９

　
  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
■特別展示
「時をかざ った陶磁 − 中国文明の美 −」
８月３０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。

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■夏休み子ども ミ ュージア ム
７月１８日土〜８月３０日日、１０：００〜１７：００／
一般展示室／一般３１０円、高・大生２１０円、
小・中生５０円
小学生・中学生を対象に、工芸品の魅力を
わかりやすく 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

コ ンサー ト Concer t

「 聖  堂 」 １９８９年　滋賀県立近代美術館蔵
み どう

姫路市ジ ュニアオーケス トラ 団員募集PICK UP

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

　　　　　　　（原則として自身の楽器を使用。貸楽器は応相談）
●オーディション／7月25日（土）・26日（日）、いずれも14：00～17：00
●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、トロンボーン、ホルン、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

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8014

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

龍泉窯「青磁貼花双魚文盤」
元時代 個人蔵
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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

※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。

■オー ス トラ リ ア横断 1人旅写真展
７月２３日祝〜２６日日、１０：００〜１７：００／
第１展示室／無料 ※初日は１２：００〜
平成２８年に自転車での米国横断を達成し
写真展を開催した佐 木々範雄さんが、昨年
はオー ストラ リ ア横断に成功。大自然の姿や
人 と々の交流を約８０点の写真で紹介す る。
■問 佐々木　☎０７９‐２５１‐３３３５

■ M aR i 展 宛先のない手紙
〜時をこえ て届いた Message〜
７月２４日祝〜２６日日、９：００〜１９：００／
第２展示室／無料 ※初日は１３：００〜
絵画と文字アートの作品展。自身の障害と向
き合い葛藤しながら生きていた十代の頃の
作品と、現在の自分から過去の自分に向け
た作品を展示す る。
■問 中川　☎０９０‐９０９８‐６８２９
　
  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
■非核平和展
７月１１日土〜８月３０日日、９：３０〜１７：００／
２階多目的展示室／無料
広島・長崎の原爆被害状況を写真パネルで

　
  姫路文学館  
■特別展 「宮西達也 New ワンダ ーラン ド展
− ヘンテ コ リ ンな絵本の仲間たち」
７月１０日金〜９月６日日、１０：００〜１７：００／
一般７００円、高・大生４００円、小・中生２００円
『おまえ うまそうだな』や「おとうさんはウルトラ
マン」シリ ー ズなど、ユーモアの中に孤独や
愛といったテーマを織り込み、子どもだけでな
く大人の心もひきつける絵本作家・宮西達也
さんの作品世界を紹介す る。

■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■第3回 荒川鉄也 展
７月２１日火〜２６日日、１０：００〜１８：００／
第３展示室／無料
ア ク リ ル絵画や写真、不要になったモノ で
「ここ」と「あそこ」の物語を紡ぎ、観る人に新
たな物語を提案す る荒川鉄也さんの個展。

■問 荒川　☎０９０‐８２０６‐７８６３

紹介す るほか、児童・生徒による平和を訴え
るポスターや習字作品も展示す る。
■問 平和資料館　☎０７９‐２９１‐２５２５
　
 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 −」
８月１６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。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１

　
  埋蔵文化財セ ンター  
■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、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
　
  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

■特別展「いきものハンター」
７月２９日水〜８月３１日月、９：３０〜１７：００／
１階特別展示室／一般４５０円、小・中・高生
２５０円
生物の標本や採集をテーマにした体験型の
展覧会。 プラネタ リ ウム全天映画 「アマゾン・
アドベンチャー」とあわせて楽しめる。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
　
  市立手柄山温室植物園  
■ベ ゴ ニア展
７月４日土〜１２日日、９：００〜１７：００／一般
２１０円、６才〜中学生１００円
約５０種２００点のベ ゴ ニアを展示。 ４日土・５日
日 には入園順に抽選で苗をプレゼント（各日
５０鉢）す るほか、展示説明会（１０：００〜）も。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■食虫植物展
７月１８日土〜８月３１日月、９：００〜１７：００／
一般２１０円、６才〜中学生１００円
ウツボカズラやハエト リ ソウなど、約 ８０点を展
示す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００■問  キャスパホール　☎ 079 －284－5806

一般公募の中学生・高校生が主体的に参加し、2021年3月27日土・28日日にキャ
スパホールで上演予定の演劇公演「星の王子さま」。8月に予定しているオーディ
ションに先駆けて、オンラインミーティングアプリ「Zoom」を使った事前ワー
クショップを開催します。
日　　時　①7月18日土 10：00～12：00　②7月18日土 14：00～16：00
　　　　　③7月19日日 10：00～12：00　④7月19日日 14：00～16：00
講　　師　笹部博司（構成台本・演出）
受 講 料　無料（通信にかかる費用は個人負担）
申込方法　メールの表題に 【星の王子さま事前体験ワークショップ参加希望】、 本

文に必要事項（保護者氏名（ふりがな）、参加者氏名（ふりがな）、学年、
随時連絡が取れる電話番号、資料の受け取りが可能なメールアドレス、
参加希望日時）を記入し、キャスパホール（caspa＠himeji - culture.jp）
へ申込

申込締切　7月11日土 ※必着
※記入内容に不備があると申込が無効になる場合があります。
※受講には保護者の参加承諾書が必要です。受講確定時にお知らせいたします。

中高生による演劇公演「星の王子さま」
事前体験ワークショップを開催 します

P I C K  U P

「どうするではなく、どうしたい。」

※ ７月１１日土 から予定され ていた特別企画
展「唱歌 ！ 西洋音楽がやっ て来た − 明
治の音楽と社会 −」は本年度の開催が
中止となりま した。
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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。
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イベント／募集

　
  市立手柄山温室植物園  
■ア ロ マイ ベ ン ト
７月８日水・１８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

■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）／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
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
■ ダン ス講習会
８月２３日日１３：００～１７：１５／ パルナソスホー 
ル／講師：湯浅宣子さん／各２,０００円／定
員各２０名（ダンスや演奏の経験は不問）／
７月１５日水 から ８月５日水 までに申込※定
員に満たない場合は申込期間を延長
バロックダン ス、音楽に興味のある方を対象
に 【クラ ス １】 基礎ステップ ／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 クラ スを開
催す る。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■オルガン講座「1日体験」
９月２６日土【A（小・中生）】１３：００～１４：３０ 【B
（小学生以上どなたでも）】１５：００～１６：３０
／パルナソスホー ル／講師：長田真実さ
ん（パルナソスホー ルオ ルガニス ト）／
２,０００円／定員各８名程度／８月１０日祝 か
ら９月１２日土 までに申込※必着
オルガンに興味のある小学生以上対象。当
日は客席で保護者や一般の観覧も可能（観
覧料５００円、要申込）。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■令和2年度
日本語学習支援ボランティア養成講座
８月２２日土・２３日日・２９日土、いずれも１３：
００～１７：００／ 市民会館 ３階中ホール（第
２会議室）／講師：矢谷久美子さん（兵庫県
国際交流協会登録日本語教師、おおぞら
日本語サポー ト所属）／無料／定員５０名
／７月３１日金 までに申込
３回とも受講可能で①講座終了後に市内の
日本語教室で日本語学習支援ボランテ ィア
とし て活動す る意思がある②市内の日本語
教室で、現在日本語学習支援ボランテ ィアと
し て活動し ている、のいずれかを満たす方対
象。計１０時間以上出席で修了と認定。
■問 姫路市文化国際交流財団
　国際交流担当　☎０７９‐２８２‐８９５０

■「わた しの国際交流」写真 展
応募締切：９月１５日火
海外で現地のお祭りに参加した時の写真、
来日した留学生の日本文化体験の写真な
ど、自身が体験した国際交流の様子を収め
た写真を募集。 郵送、 メ ー ル、 ホームページ

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。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
　
  書写の里・美術工芸館 竹林工房  
■ 2020年 播磨工芸教室
●陶芸教室1「夏休み子ども教室」
　マグ カ ップを作る。
７月１２日日１０：００～１２：００／１,０００円（定
員１０名、７月３日金 までに申込）
小学生以上対象。陶芸家・山本喜容子さ
んの指導でマグカップを作る。
●陶芸教室2 自 由 に 作 陶 （課 題 製 作 も あ
　り）。
７月２９日水１０：００～１２：００／２,０００円（定
員８名、７月２０日月 までに申込）
陶芸家・喜多千景さんの指導で自由に作
品を作る。

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  姫路科学館プラネタ リ ウ ム  
※投影ス ケジ ュール は変更 になる場合があります 。
■ プラネタ リ ウ ム星空案内と宇宙の話題
「いつ会え る？ 織姫星と彦星」
７月１日水～３１日金、平日①１１：００～（※１日
水～６日月 は休映） ②１４：５５～、学校休業日
①１１：００～②１３：５０～③１６：００～／一般５２０
円、小・中・高生２１０円
７月７日の七夕の夜、 ２つの星は並ん で見える
のか、会えるのか、会えないのかなど、織姫
星と彦星についての秘密を探る。
■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①１３：５０～ ②１６：００
～、学校休業日①１２：４５～②１４：５５～／
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。特別展
「いきものハンター」とあわせて楽しめる。
■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」
７月３日金 まで、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

　
  日本玩具博物館  
■端午の節句飾り
７月５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
■日本の祭礼玩具
７月１１日土～１０月２５日日、１０：００～１７：００／
６号館東室／一般６００円、高・大生４００円、
４才以上２００円
人 の々暮らしの中から生まれた明るく華やか
な祭礼玩具約６００点を地域別に展示し、疫
病退散や豊作祈願、海上安全などのさまざ
まな日本の祭礼について紹介す る。
■問 日本玩具博物館　☎０７９‐２３２‐４３８８

■日本の節句飾り
７月１１日土～１０月２５日日、１０：００～１７：００／
６号館西室／一般６００円、高・大生４００円、
４才以上２００円
節句をめぐる文化の中から「正月」「上巳」
「端午」「七夕」を取り上げ 、それぞれの行事
を代表す る人形や玩具を一堂に紹介す る。
約４００点の展示。
■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 ランズエン ド（南八代町）  
■松田 寛「墨蓮 − bokuren −」
７月４日土～１２日日、１１：００～１８：００／無料
松田 寛さんの写真展。夏の朝にみられる蓮
の花の姿を、モノク ロで表現す る。
■問 ギャラ リ ー ランズエンド
　☎０７９‐２９１‐２２０８
■ しろ ［素］ きかたち − 素材か らア ー トへ −
７月１８日土～８月４日火、１１：００～１８：００／
無料
素材の限界を超えることで生まれる新しい造
形に挑戦す る ６名の若手芸術家による共同
展。 ガラス、 陶磁、 鍛金、 鋳金作品を展示す
る。
■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）
７月５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）

※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
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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。

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22回 司馬遼太郎メモ リ ア ル・デー
８月７日金１３：３０～１５：１５／姫路文学館 講
堂／無料／定員２５０名／７月１７日金 までに
申込※当日消印有効
司馬遼太郎の生誕日を記念し て開催。作家
の辻原 登さんの講演「新発見『街道をゆく、
司馬遼太郎“ぶらり淀川散歩”』」とパネル
トークを行う。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
■第6回 藤原正彦エッセイ コ ンク ー ル
募集期間：９月１５日火 まで
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

■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、望景亭などで今年９月以
降に実施す 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、

やスマートフォンからの応募も可。入賞者に
記念品（図書カード）を、応募者全員に参加
賞を進呈す るほか、入選作品は１０月２２日木
から１１月４日水 にイーグレひめじ１階イベント
スペー スに展示す る。
■問 姫路市文化国際交流財団
　国際交流担当　☎０７９‐２８２‐８９５０
　（「わたしの国際交流」写真展 係）
　ht tps:/ /hime ji - iec.or.jp

■伝統工芸体験講座「姫路 はりこ教室」
８月１日土１０：００～１５：００、２日日１３：００～１５：
００／工芸工房／１,０００円／定員２０名／７月
２３日祝 までに申込
小学４年生以上で、２日とも参加できる方対
象。姫路はりこ職人・松尾 哲さんの指導で、
姫路はりこづくり の全工程を体験す る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■ 2020ア ー トキャンプ
「夏休み木切れ工作教室」
８月８日土 ①１０：００～ ②１１：００～ ③１３：００～
④１４：００～ ⑤１５：００～／会議室／５００円／
定員各６名／７月２９日水 までに申込
小・中学生向け。木工作家・永峰秀作さんの
指導で、スギやヒノキの端材を使って鉛筆立
てやマガジンラック 、眼鏡ケー スなどを作る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■あ じさい俳句 コ ンテス ト
募集期間：７月１９日日 まで
市内のアジサイの名所の一つ「見野古墳群

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、夏を詠んだ短歌など、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

※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。

募集
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新 刊 紹 介

姫路市文化国際交流財団
の芸術監督で作曲家の著
者が、「音楽ってなんだろ
う？」の問いに答える形
で生まれた平凡社「中学
生の質問箱」シリーズの
第１３弾。「聴くたのしみ」
「知るたのしみ」「音楽するたのしみ」「つくる
たのしみ」の４章を通して、音楽は「知れば知
るほど楽しくなる」ことを訴えている。
■問 平凡社　☎03−3230−6573（1 ,400円＋税）

音楽っ てなんだろう ？
池辺晋一郎 著

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。

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

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 。

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
●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
●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、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

※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
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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 7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 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

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 ！ 』

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 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
大ホール

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
大ホール

8月29日（土）
①10：30～
②14：30～

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）

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
長田真実 オルガンリサイタル

8月20日（木）8月18日（火）

※公演内容が変更となりました。

前売券の発売開始

※発売日が変更となりました。
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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。
※7月9日（木） 発売開始［友の会 7月7日（火）］

名刀を打ちあげる相槌の音響く

■問  姫路市文化国際交流財団 「バンカル」 編集室　☎ 079 －298 －8012

　姫路市文化国際交流財団が発行する総合文
化雑誌『バンカル』の2020年夏号（116号）
が、県内主要書店で好評発売中です。
　今回は、昨年5月に日本遺産に認定された
「『日本第一』の塩を産したまち 播州赤穂」を
特集。赤穂市教育委員会文化財課による赤穂
の塩づくりの歴史、入浜塩田の製塩方法と製
塩用具の紹介などのほか、編集委員が田淵氏
庭園や旧日本専売公社赤穂支局、赤穂緞通、
坂越浦などをルポした「赤穂を訪ねて」を掲
載。ほかにも伊藤太一さんのスケッチ探訪
「赤穂市立海洋科学館・塩の国」、播磨のもう
一つの塩の産地である姫路市の的形町～大塩町を取り上げた「的形・
大塩失われた塩田風景」など、読み応えのあるものになっています。
　特集以外でも、鄭 義信さんのエッセイ「不要、不急と芸術」など多
彩な内容。ぜひお近くの書店でお買い求めください。

バ ンカル 2020 年夏号（1 16号）
特集 「播磨の日本遺産 赤穂の塩」 好評発売中 ！

PICK UP

■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）］

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）

■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 大ホール
／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）］ ●会場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  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

7月12日（日） 14：00～／パルナソスホール／
500円（全席指定）／定員先着 50名（電話またはメールで 6月29
日（月）から7月10日（金）までに申込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

ホー ルオ ルガ ニス トが贈る
オ ルガン・アワー

超新企画 ！ チラシもなければチケットもなし
の、50名様ご予約限定のワンコインコンサー
トです。パルナソスホールでオルガンの音色
を全身に浴びてみませんか。

出演／長田真実
　　　（パルナソスホールオルガニスト）
プログラム／J．S．バッハ：前奏曲とフーガ
　　　　　　　　　　　　ロ短調 BWV544
　　　　　　K．ヨハンセン：希望の歌 他

緊急決定 ！  シンプルで粋なコンサート
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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.400文化情報 姫路 7月号
2020 年 6月30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。

オ ルガンシ リ ーズ V o l．6
長田真実 オ ルガン リ サイ タル

オルガンの独奏でありながら、多彩な音色で交響曲の
壮大な響きが楽しめる「オルガン交響曲」を演奏。時
に甘く美しく歌い、時に荘厳に響くロマン派の世界を、
ドイツとフランスの作品にのせてお届けします。
出演／長田真実（パルナソスホールオルガニスト）
プログラム／L．ヴィエルヌ：オルガン交響曲
　　　　　　　　　　　　　第3番 Op．28 より
　　　　　　フランク：祈り Op．20 他

■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。
※8月20日（木） 発売開始［友の会 8月18日（火）］ ●公演内容と発売日が変更になりました。

オルガンで巡るロマン派の世界

長田真実

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

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。

三浦紘朗

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

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　

ワンコインでジャズ三昧

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。

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

第48回 姫路落語会

■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～ ②14：30～／文化センター 大ホール／
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）］●会場と時間が変更になりました。

パ ルナソ ス 朝のハーモニー № 223
0歳からの歌とフ ル ー トと ピア ノのコンサー ト

出演／中西麻梨（ソプラノ）
　　　北野麻里子（フルート）
　　　横谷静美（ピアノ）
プログラム／ジブリメドレー
　　　　　　童謡唱歌
　　　　　　トルコ行進曲 他

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

9月12日（土） 10：30～／パルナソスホール／一般 500円、高校生以下
無料（全席指定、7月20日（月）から9月11日（金）までに電話で申込）
※財団友の会会員は会員証の提示でご入場いただけますが、事前の座席予約が必要です。

はじめてのコンサート♪

横谷静美

パ ルナソ ス 朝のハーモニー № 222
音楽の玉手箱 ～チ ェ ロ で巡る ヨ ー ロッ パの国々～

出演／稲本愛歌（チェロ）
　　　田口友子（ピアノ）
プログラム／
　エルガー：愛の挨拶
　J．S．バッハ：無伴奏チェロ組曲 第1番
　サウンド・オブ・ミュージック メドレー 他

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

10月3日（土） 10：30～／パルナソスホール／一般 500円、高校生以下
無料（全席指定、9月2日（水）から10月2日（金）までに電話で申込）
※財団友の会会員は会員証の提示でご入場いただけますが、事前の座席予約が必要です。
※3才未満の入場はご遠慮ください。 ※6月13日（土）から公演日延期となりました。

チェロで贈るヨーロッパ名曲の旅

田口友子

北野麻里子中西麻梨

稲本愛歌

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。

桂米團治桂南光桂ざこば
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