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半世紀以上の歴史に
幕を閉じ る老舗画廊

中井三成堂画廊　 中  井   晃  さん
なか い あきら

年前ごろから利用客も全盛時の６～７割程度に減少。
　そうした中に、突如降ってわいたのが同３０年２月のヤマ
トヤシキの閉店で、これによりヤマトヤシキ側にあった画
廊の表玄関が使えなくなり、閉店後の再開発計画も不明で
あることから晃さんは閉廊を決断しました。
　「そのことが新聞でも報道され、中井三成堂の店自体が
なくなるのではないかと心配する声も寄せられています
が、再開発後も三成堂は再びこの地に戻ってきますので」
　そう苦笑いする晃さん。もっか力を注いでいるのが、最
後のエキシビション（展覧会）として開くことにした、第
二次世界大戦に召集され、南方で戦争時代を過ごした父輝
夫さんの遺作を展示する「再び 太平洋戦争の記憶 スケッ
チ展 ～南方戦線・画の記録～」の準備。
　「父の夢が詰まった画廊を僕の代で閉じてしまう。その
申し訳なさもあって、父の供養にと企画しました。画廊も
使い勝手が悪くなり、老朽化も進んでいますが、父や三成
堂画廊に思い出がある等の理由で、うちの画廊で作品展を
開きたいとのご希望があれば、残された時間はごくわずか
ですが、お気軽にお声をかけていただければ」と話してい
ます。

※展覧会の詳細は８ページをご覧ください。

　姫路の画廊の草分けで、半世紀以上にわたって多くの作
家や美術愛好家に親しまれてきた二階町の中井三成堂画廊
が１０月半ばをもって廃廊することになり、オーナーの中井
晃さんが今月から「中井三成堂３階画廊 Final Exhibitions」 
と銘打った展覧会を開きます。
　中井三成堂は明治２１年（１８８８）に晃さんの曽祖父が石版
印刷の店として創業。祖父の代になって画材やオシャレな
小物を商うようになりましたが、太平洋戦争中の空襲で店
は焼失。翌年、外地に出征していた父親の輝夫さんが復員
し、自身が絵が好きだったこともあって、絵画や画材など
を扱う専門店の礎を築くとともに、店の一画で地元の作家
を招いて絵画教室を開くようにもなりました。
　そして昭和４０年代に入って隣接するヤマトヤシキが、増
築工事の一環として中井三成堂との共同ビル化を計画。絵
を描くことを楽しむ日曜画家の集まりである「チャーチル
会姫路」の世話人でもあった輝夫さんもこれに応え、この
機会にビルの３階に「日曜画家たちが作品を発表する場
を」と、貸し画廊を設けることにしました。
　「父もツテを頼って、画廊を使ってほしいと営業にも力
を入れたようですが、今と違って他に画廊もなかった時代
ですので、開廊当時からバブルの頃までは２、３年先まで
予約でいっぱいだったそうです」
　こうして多くのグループや個人が利用し、美術を志す人
なら一度は作品展を開いたことがある老舗画廊でしたが、
平成１３年に市民ギャラリーを擁するイーグレひめじがオー
プンしたことなどもあって、晃さんが画廊を継いだ１７、１８
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姫路市立美術館で庭園ア ー ト プロ ジ ェ ク ト
「たまはがねの響」開催中

　世界遺産・国宝姫路城を借景とした姫路市立美術館の前庭
で、  その景観を作品化する  「『たまはがねの響』  ― 音と光のイ
ンスタレーション」を開催しています。
　プロジェクトの中心となるのが  「 玉鋼 火箸」。  姫路が誇る伝

たまはがね

統工芸品「明珍火箸」の一つで、日本刀に使われる極めて貴
重な素材でつくられます。
　明珍火箸の音色を素材にした作品を数多く発表している作
曲家の菅野由弘さんは、揺らぎやうねりをともない心地よく
響き続ける玉鋼火箸の音色からインスピレーションを得て発
想を膨らませ、４楽章からなる「星雲光響２０２０」を書き下ろ
しました。園内に設置した８個のスピーカーのそれぞれで
１・２・３・４の順、２・３・４・１の順、というふうに再
生し、４楽章が一斉に聴こえる仕組みになっています。菅野
さんは「時間的・空間的に音を解き放ち、火箸の中に入り込
んだような体験をしてもらおうと考えた」と話します。
　さらにプラスワンの仕掛けが。スマートフォンでＱＲコー

ド（下記）を読み取ると、玉鋼火箸やチタン製火箸、水滴の
音などを集めた約５分の作品にアクセスします。これを再生
しながら歩くと音の印象が変化していくほか、空間を浮遊す
る音源になって新たな作品づくりに参加しているような気持
ちになります。園内には水を満たした４０個の容器も置かれ、
音を表現した光を水底から放っており、夕暮れ時や特別夜間
開館中は音と光をより感じることができます。
　「作品のおかげで音色をより多くの方に伝えられる。来園
された方の思い出の一つになれば」と火箸制作者の明珍敬三
さん。玉鋼を鍛錬した刀工の明珍宗裕さんも「わたし一人で
はとても実現し得ない新
しい世界をみることがで
きた」と感謝を口にしま
す。担当学芸員の二宮洋
輔さんは「ジャンルを横
断し、新たな価値を創造・
発信したい。天候や時間
によってうつろう響きと
光の表現を、ぜひ味わっ
てほしい」と話していま
す。

※詳細は７ページをご覧ください。

■問 姫路市立美術館　☎ 079‐222‐2288

（左から）明珍敬三さん、菅野由弘さん、
　　　　 明珍宗裕さん

KannoStar Sounds

姫路文学館で「宮西達也 New ワンダ ーラン ド展」
　カラフルな独特のタッ
チの絵と心温まるストー
リーで知られる絵本作
家・宮西達也さんの絵本
原画などを展示する「宮
西達也 Newワン ダーラン 
ド展」が、姫路文学館で
開かれています。
　宮西さんの絵本といえ
ば２００万部を超えるベス
トセラー「ティラノサウ
ルス」シリーズや、特撮
のヒーローが“おとうさ
ん”として奮闘する「お

とうさんはウルトラマン」シリーズなどが有名ですが、今回
の展覧会では氏の代表作の絵本原画や複製画を中心に、初期
の頃の秘蔵のラフスケッチなど約１８０点の資料を展示してい
ます。
　展示は４つのゾーンで構成。ゾーン１の「初期の作品やシ
ンプルの原点」では、『あるひ おねえちゃんは』や『どうし
たのぶたくん』などのデビュー作や初期作品を紹介。赤ちゃ
ん向けの絵本『おっぱい』の展示もあります。
　ゾーン２「ユニークで魅力的なキャラクターたち」では、

宮西作品に登場するキャラクターを紹介。ちゃっかりものの
ぶたくん、サムライのカブトムシなどたくさんのキャラク
ターと出会えます。
　ゾーン３は「おとうさんはウルトラマンシリーズ」で、「お
とうさん」としてのウルトラマンの姿にスポットを当て、怪
獣をやっつけるだけでなく子育てにも全力投球するヒーロー
の物語を紹介。巨大なウルトラマンのオブジェも登場してい
ます。
　最後のゾーン４は「ティラノサウルス」シリーズ。異質な
もの同士の出会い、心温まる交流、やさしい別れなど、ティ
ラノサウルスを主人公にしたたくさんの愛の物語を紹介。作
品世界を再現するジオラマ展示もあります。
　「宮西さんの作品は孤独や愛、
やさしさや思いやりといったテー
マをユーモアとともに伝えてくれ
ます。展示室内での撮影もOKで
すので、ぜひ感動を持ち帰り、会
場でも家でも楽しんでいただけた
ら」と、担当学芸員の徳重公美さ
んは呼びかけています。

※詳細は７ページをご覧ください。

■問 姫路文学館　☎ 079‐293‐8228

『おまえ うまそうだな』
（2003年、ポプラ社）
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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。

※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。

（
切
り
取
っ
て
お
役
立
て
く
だ
さ
い
）

且
且

問　合　せ　先料　　金場　　　所開終演時間催　　　物　　　名日

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１一　般　 １，０００円
高校生以下 ５００円パルナソスホール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１（土）

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５（水）

市立姫路高校　０７９‐２９７‐２７５３無料（要整理券）パルナソスホール１４：００～１７：００市立姫路高等学校吹奏楽部 第３９回定期演奏会８（土）

ルネッサンス・スクエア
０７９‐２２４‐８７７２１点 ２，０００円（要申込）ギャラリー

ルネッサンス・スクエア１０：００～他２回★Tシャツ・バッグ・木の掛け時計をつくろう ！
ワークショップ

８（土）

９（日）

山本　０７９１‐２２‐１１３４無料キャスパホール１３：００～１６：００ピアノ発表会（サマーコンサート）９（日）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１観覧料 ５００円パルナソスホール１３：００～１４：００★チェンバロ講座「１日体験」１０（祝）

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ３，０００円
高校生以下 １，５００円キャスパホール１８：３０～２０：３０★山中歩夢 ピアノリサイタル１１（火）

野田　０９０‐３９７２‐８１４７１，０００円（要申込）パルナソスホール１１：００～他１回★音楽の彼方へ ～チェロとピアノのコンサート～１２（水）

県立姫路東高校　０７９‐２８５‐１１６６無料パルナソスホール１３：３０～１６：００県立姫路東高等学校吹奏楽部 第４３回定期演奏会１５（土）

県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０５００円（要申込）県立ゆめさきの森公園１０：００～１３：００★そば打ち体験１６（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 小ホール１４：００～１６：００★山田姉妹 ソプラノデュオコンサート１６（日）

石川　０９０‐８７５９‐６０４１５００円（要申込）パルナソスホール１４：００～１６：００★石川未央 ヴァイオリンコンサート１６（日）

姫路市文化国際交流財団 振興課
０７９‐２９８‐８０１５

一　般　 １，０００円
高校生以下 ５００円文化センター 大ホール１１：００～他１回★こどもオペラ「３匹のこぶた」２１（金）

県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０４００円（要申込）県立ゆめさきの森公園１０：００～１４：００★ミツバチを知ろう２２（土）

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２２（土）

地方創生推進室　０７９‐２２１‐２８３４無料（要申込）BIZ SP ACE HIME JI１３：３０～１６：３０★ひめじ創生 SDGsカフェ２２（土）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１一　般　　 ２，０００円
高校生以下 １，０００円パルナソスホール１４：００～★三浦章宏＆青木篤子 デュオコンサート２２（土）

県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０４００円県立ゆめさきの森公園１０：００～１２：００★野草でフラワーアレンジメント２３（日）

キャスパホール　０７９‐２８４‐５８０６
無料（要申込）

キャスパホール
１１：００～１２：００

★
能さいしょの一歩 その⑲

２３（日） 一　般　　 ４，０００円
高校生以下 ２，０００円１３：３０～１６：００第２７回 キャスパ能

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１各２，０００円（要申込）パルナソスホール

１３：００～１４：１５

★

バロックダンス講習会
【クラス１】基礎ステップ／サラバンド・ブレ

２３（日） １４：３０～１５：４５【クラス２】サラバンド・ガヴォット

１６：００～１７：１５【クラス３】サラバンドの復習と舞踏譜

市立飾磨高校　０７９‐２４５‐１１２１無料パルナソスホール１４：００～１６：００市立飾磨高等学校吹奏楽部 第４４回定期演奏会２６（水）

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ４，５００円
高校生以下 ２，５００円キャスパホール１８：３０～２０：３０★島本弘子 シャンソンの世界２７（木）

姫路市文化国際交流財団 振興課
０７９‐２９８‐８０１５４，０００円文化センター 大ホール１０：３０～他１回★第４８回 姫路落語会２９（土）

県立上郡高校　０７９１‐５２‐００６９無料パルナソスホール１３：３０～１７：００県立上郡高等学校吹奏楽部 定期演奏会３０（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「天の川」１（土） 
～３１（月）

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・Ｂ
「アマゾン・アドベンチャー」～３１（月）

土・日 ９：４５～プラネタリウム全天映画Ｃ「LIFE いのち」投影中

１６：００～１６：４５
プラネタリウムC Dコンサート
　プラネ de 夏休み「金銀銅」９（日）

　プラネ de 夏休み「火木土」２３（日）

■ コ ンサー ト・舞台・イ ベ ン ト
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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。

（
切
り
取
っ
て
お
役
立
て
く
だ
さ
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

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 ―～ ８/ ４（火）

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）

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～ ８/３０（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 ―」～ ８/３０（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
一般展示室１０：００～１７：００★夏休み子どもミュージアム～ ８/３０（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～ 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）

姫路市立美術館　０７９‐２２２‐２２８８無料姫路市立美術館 前庭１０：００～１７：００★庭園アートプロジェクト「たまはがねの響」
― 音と光のインスタレーション～ 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「震災と考古学」～ ８/３０（日）

１０：３０～他１回●展示解説８/２２（土）

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～ ８/３１（月）

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」～ ９/ ６（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 土井六郎」～１０/ ２（金）

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
～１０/２５（日）

 ６号館西室日本の節句飾り

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）

１０：３０～他１回●展示解説８/２２（土）

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）

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★時代を超えた美人画展８/ ３（月）～ １４（金）

中井三成堂　０７９‐２８２‐１５７５無料中井三成堂画廊１０：００～１９：００★Final Exhibitions PartⅠ 
第１５回 樹・生命・屋久島 林恭子展８/ ５（水）～ １０（祝）

姫路市文化国際交流財団
国際交流担当　０７９‐２８２‐８９５０無料ピオレ姫路 ピオレ１

３階キディランド前１０：００～２０：００★海外姉妹都市 交流写真展８/ ７（金）～ 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★市花さぎ草展８/ ８（土）～ ２０（木）

とほり桃花交流館　０７９‐２６４‐１５５８無料とほり桃花交流館 ９：００～１７：００★不動貴雄 合同作品展８/１０（祝）～ ３０（日）

フォトストリート
０７８‐７８２‐１８２２（井上）無料市民ギャラリー

第３・第４展示室１０：００～１８：００★フォトストリート写真展 № ４１８/１２（水）～ １６（日）

中井三成堂　０７９‐２８２‐１５７５無料中井三成堂画廊１０：００～１９：００★
Final Exhibitions PartⅡ 
再び 太平洋戦争の記憶 スケッチ展
～南方戦線・画の記録～

８/１４（金）～ ３１（月）

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★高田三穂子 展８/２２（土）～ ９/ ６（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

「福島県の諸玩具」８/２９（土）～ １２/１７（木）

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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  そ の ほ か  
■第六十三回 ウェルネス日曜寄席
８月２３日日１４：３０～ ／加古川ウェルネスパ ー 
ク／一般１,５００円、中・高生８００円（当日各
２００円増）
林家竹丸、露の新幸、豊来家玉之助の出
演で、落語３席と太神楽曲芸を披露す る。
「新しい生活様式」の定員４０名で開催。
■問 加古川ウェルネスパーク
　☎０７９‐４３３‐１１００

　
  ピ オ レ姫路 ピ オ レ1  
■海外姉妹都市 交流写真展
８月７日金～１６日日、１０：００～２０：００／３階キ
デ ィランド前／無料
親善大使とし て姫路市の海外姉妹都市を訪
れた中高生が現地で交流し ている様子や、
姉妹都市から来姫した中高生が市内のホ
ストファミ リ ーと交流し ている様子を伝える写
真展。

■問 姫路市文化国際交流財団
　国際交流担当　☎０７９‐２８２‐８９５０
　
  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
ののごみ人形、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

※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

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。
原稿の締切は掲載号の前々月の15日（10月号なら8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。

コンサート／舞台／展示・アート

　
  文化セ ンター  
■山田姉妹 ソ プラ ノ デ ュオ コ ンサー ト
８月１６日日１４：００～１６：００／小ホー ル／
一般５,０００円、高校生以下３,０００円
二卵性双生児のソプラ ノ デ ュオ・山田姉妹
がクラシックや童謡、懐かしい青春の名曲を
歌う。 曲目は 「あなた」「故郷」、 モーツァ ルト：
歌劇「魔笛」より“夜の女王のア リ ア” 他。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  パ ル ナソスホー ル  
■音楽の彼方へ
～チェ ロ と ピア ノのコ ンサー ト～
８月１２日水 ①１１：００～１２：００ ②１４：００～１５：
００／１,０００円（要申込）
野田祐子さん（チェロ）、松盛由佳さん（ピア
ノ）の出演で、エルガー：愛の挨拶、フォーレ：
エレジー、ショパン：序奏と華麗なるポロネー
ズ 他を演奏す る。
■問 野田　☎０９０‐３９７２‐８１４７

■石川未央 ヴァイオ リ ン コ ンサー ト
８月１６日日１４：００～１６：００／５００円（要予約）
姫路市出身で、桐朋学園大学音楽学部に
特待生とし て在学中の石川未央さんが、第９
回ノヴ ォシビ ル スク国際ヴァイ オ リ ン コン クー
ル受賞記念とし て開催す る演奏会。曲目は
J．S．バッハ：無伴奏ヴァイオ リ ンのためのパ
ルテ ィータ、パガ ニーニ：２４のカ プリス より、シ
ベ リ ウ ス：ヴァイオ リ ン協奏曲 他。
　
  キャスパホー ル  
■山中歩夢 ピア ノ リ サイ タ ル
８月１１日火１８：３０～２０：３０／一般３,０００円、
高校生以下１,５００円
姫路市出身で県立姫路西高、東京藝術大
学を経てハンガ リ ー国立リス ト・フェレンツ音
楽大学ピア ノ ソ リ スト課程を修了し、各地で
演奏活動を行う山中歩夢さんの演奏会。曲
目はショパン：スケ
 ルツォ第２番作品３１
変ロ短調、バルトー
ク：ルーマニア民俗
舞曲、リスト：愛の
夢 − ３つのノクター
ン 他。

■問 姫路労音
　☎０７９‐２９０‐５５２２

■島本弘子 シャンソンの世界
８月２７日木１８：３０～２０：３０／一般４,５００円、
高校生以下２,５００円
人生や愛、自由、人間らしく生きる喜びを歌
い続け、歌手生活
５０周年を迎える島
本弘子のリ サ イ タ
ル。 曲目は 「リ リ ー・
マ ルレーン 」「愛の
讃歌」「おおわが人
生」 他。

■問 姫路労音
　☎０７９‐２９０‐５５２２

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
８月３０日日 まで、 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

■ コ ーナー展示 全国郷土玩具めぐ り
「福島県の諸玩具」
８月２９日土～１２月１７日木、１０：００～１７：００／
郷土玩具室／一般３１０円、高・大生２１０円、
小・中生５０円
久之浜はりこ、土
湯こけし、三春人
形、赤べこ、中湯
川人形、会津地方
の唐人凧など約
８０点を展示する。

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  姫路市立美術館  
■志村ふくみ展 いのちを織る
８月３０日日 まで、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
■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

コ ンサー ト Concer t

「 聖  堂 」 １９８９年　滋賀県立近代美術館蔵
み どう

舞台 Stage

三春はりこ

のごみ人形

三彩駱駝俑 唐時代（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。

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
　
  平和資料館  
■非核平和展
８月３０日日 まで、 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
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
　
  埋蔵文化財セ ンター  
■企画展「震災と考古学」
８月３０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、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。
●展示解説
８月２２日土 ①１０：３０～１１：３０ ②１３：３０～
１４：３０／無料（各回先着２０名）
２つの企画展のみどころを専門職員が解
説す る。

■問 埋蔵文化財センター　☎０７９‐２５２‐３９５０
　
  市立手柄山温室植物園  
■食虫植物展
８月３１日月 まで、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

■市花さぎ草展
８月８日土～２０日木、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
栽培所で育てたものや、会員が丹精込めて
育てた姫路市花「サギソウ」の鉢花約１００種
を展示す る ほか、年中開花させる同園の技
術紹介も。会期中の１１日火〜１３日木 には抽
選で各日１００名にサギソウの苗をプレゼント
す るほか、日・祝日には展示説明会を開催
す る（１１：００〜）。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００
　
  市 役 所  
■市民 ロ ビ ー展示
「姫路市展ゆかりの巨匠 土井六郎」
１０月２日金 まで、８：３５～１７：２０／無料
郷土の風景を主に描き、日展や光風会で活
躍したほかフラン スの展覧会への出品にも力
を注いだ土井六郎さんの作品を展示す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８

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

■庭園ア ー トプロ ジ ェク ト 「たまはがねの響」
− 音と光のインス タ レーション
８月３０日日 まで、１０：００～１７：００／前庭／
無料
明珍火箸の一つ「玉鋼火箸」の響きを用い
て作曲された 「星雲光響２０２０」 と、 「たまは
がねの響」の世界観を視覚的に表現した光
のイ ン スタレーションを前庭で展開す る。会期
中の金・土曜日および ８月９日日 は ２０：００ま
で開館。

■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 「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」
９月６日日 まで、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）  
■フォ トス ト リ ー ト写真展 No. 41
８月１２日水～１６日日、１０：００～１８：００／
第３・第４展示室／無料
新たな写真表現を目指し、姫路を拠点に４３
年間活動を続け る 「フォトストリ ート」 メ ン バー
６名とゲ スト写真家が数百点におよぶ作品を
展示す る。
■問 フォ トス ト リ ー ト
　☎０７８‐７８２‐１８２２（井上）
　
  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

　
  姫路科学館  
■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
　
  とほり 桃花交流館  
■不動貴雄 合同作品展
８月１０日祝～３０日日、９：００～１７：００／無料
毎年、播磨国総社に大絵馬を奉納し ている
不動貴雄さんの作品を中心に、さまざまな
ジャン ルの作家・アーテ ィ ストの作品、市立増
位中学校美術部の作品を合同で展示す る。
■問 とほり桃花交流館　☎０７９‐２６４‐１５５８
　
  日本玩具博物館  
■日本の祭礼玩具
１０月２５日日 まで、 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
１０月２５日日 まで、 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）  
■ しろ ［素］ きかたち − 素材か らア ー トへ −
８月４日火 まで、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
　
  ギャラ リ ー前（ぜん）・山野井店  
■時代を超えた美人画展
８月３日月～１４日金、１２：００～１６：００／無料
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■ミ ツ バチを知ろう
８月２２日土１０：００～１４：００／４００円（定員２０
名、要申込）
小学生以上（小学生は保護者同伴）対象。ミ
ツ バチの暮らしを観察し生態を学ぶほか、溶
かしたミツロウを使ったキャンド ル作りを体験
す る。弁当、飲み物、メ モ、筆記具を持参。
■問 県立ゆめさきの森公園
　☎０７９‐３３７‐３２２０

■野草でフラワーア レンジ メ ン ト
８月２３日日１０：００～１２：００／４００円（定員２０
名）
園内の花や野草で夏のアレンジを楽しむ。
飲み物、軍手、剪定ばさみ、バケツを持参。
小学生以下は保護者同伴で参加可。
■問 県立ゆめさきの森公園
　☎０７９‐３３７‐３２２０
　
  BIZ SP ACE HIME JI（本町）  
■ひめ じ創生 SD G sカフェ
８月２２日土１３：３０～１６：３０／大ホール／無
料（８月１１日火 までに申込）
３５才以下なら誰でも参加できるタウンミ ーティ
ング 。S DG s（持続可能な開発目標）の理念
に沿って実施し、姫路のまちへの想いや姫
路の将来像について意見交換し、姫路の魅
力の再認識、 まちづくりへの意識醸成を行う。
■問 地方創生推進室　☎０７９‐２２１‐２８３４

■ バ ロ ックダン ス講習会
９月２０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）／
８月１２日水 から ９月２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】 ジグ・メ ヌエット、 【クラ ス ３】ジ
グの復習と舞踏譜 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
■チェンバ ロ 講座「1日体験」
１０月１８日日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）／８月２６日水 から
９月１６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
■「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

５５～、学校休業日①１１：００～ ②１３：５０～ ③
１６：００～／一般５２０円、小・中・高生２１０円
夏の夜空に見える天の川の正体を、さまざま
な画像で探る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１

■ プラネタ リ ウ ム全天映画 A・B
「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 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C D コ ンサー ト
プラネ de 夏休み
「金銀銅」 ８月９日日、「火木土」 ８月２３日日、
いずれも１６：００～１６：４５／一般５２０円、小・
中・高生２１０円
夏の星空に見える惑星と、星にまつわる音楽
との融合を楽しむ。
■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
８月５日水・２２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」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
　
  ギャラ リ ー ルネッサン ス・ス クエア  
■ Tシャツ・バッグ ・木の掛け時計をつく ろう ！
ワークショップ
８月８日土・９日日、いず れ も①１０：００～ ②１３： 
００～ ③１５：００～／１点２,０００円（定員先着各
１２名、４日火 までに要申込）
３才から大人対象（子どもは保護者同伴）。
「ミ ュ ージック・ズ ー」の安藤直人さんの指導
で動物や果物、楽器など約５０種類のデザ イ
ン型から好きなものを選ん で組み合わせ、ス
テンシ ルで着色す る。
■問 ルネッサンス・ス クエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２
　
  県立ゆめさきの森公園  
■そ ば打ち体験
８月１６日日１０：００～１３：００ ／５００円 （定員５組、 
要申込）
地元産のそば粉を使ってそば打ちを体験。
小学生以上（小学生は保護者同伴）対象で、 
家族やグ ループ単位で申し込む。弁当（必
要な方）、飲み物、エプロン、三角巾、マスク
を持参。
■問 県立ゆめさきの森公園
　☎０７９‐３３７‐３２２０

芝田米三、小山 硬、塙 賢三らの作品を展
示す る。
■問 ぜ んかい画廊　☎０９０‐３２６３‐６３１６
　
  中井三成堂画廊  
■ Final E xhibi t ions Par tⅠ
第1 5回 樹・生命・屋久島 林恭子展
８月５日水～１０日祝、１０：００～１９：００／無料
大阪府豊能郡在住で、豊能地域や鹿児島
県屋久島の樹木の生命力から受け る感動を
キャン バスに描き続け る洋画家・林 恭子さん
の個展。
■問 中井三成堂　☎０７９‐２８２‐１５７５

■ Final E xhibi t ions Par tⅡ
再び 太平洋戦争の記憶 ス ケッチ展
～南方戦線・画の記録～
８月１４日金～３１日月、１０：００～１９：００／無料
第二次世界大戦に召集され、南方で戦争
時代を過ごした中井三成堂３代目店主の故
中井輝夫さんが記憶に基づいて描いた画
のほか、戦時中に身に付け 、のちに平和資料
館に寄贈し ている軍刀も展示す る。
■問 中井三成堂　☎０７９‐２８２‐１５７５
　
  ギャラ リ ー ルネッサン ス・ス クエア  
■高田三穂子 展
８月２２日土～９月６日日、１０：００～１８：００／
無料
明石市在住の洋画家・高田三穂子さんの個
展。 「生への喜び」「人間賛歌」 の気持ちから
湧き出るイメ ージを、アク リ ル絵の具やパステ
ルを用いて表現した大作１０点、小品１５点を
展示す る。
■問 ルネッサンス・スクエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２

　
  パ ル ナソスホー ル  
■チェン バ ロ 講座「１日体験」（観覧）
８月１０日祝１３：００～１４：００／５００円（要申込）
高橋千恵さんが講師を務め、チェン バロ に興
味のある小学生以上を対象とした １日体験
の様子を観覧す る。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■バロックダンス講習会
８月２３日日 【クラス１】 基礎ステップ ／サラ
バンド・ブレ １３：００～１４：１５ 【クラス２】 サ
ラバンド・ガヴォット １４：３０～１５：４５ 【クラス
３】サラバンドの復習と舞踏譜 １６：００～
１７：１５／各２,０００円（定員各２０名、 ８月５日水
までに申込）
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）を対象とした講習会。
湯浅宣子さんを講師に迎え、１７～１８世紀
ヨーロッ パの宮廷で踊られたバロックダン スの
基本ステップを学ぶ。定員に満たない場合は
募集期間を延長。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１
　
  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
「天の川」
８月１日土～３１日月、平日①１１：００～ ②１４：

※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

イ ベ ン ト E vent
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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。

●革工芸教室「キーホルダ ーを作る。」
９月１２日土１０：００～１５：００／講師：米田敬
子さん／２,０００円／定員１０名（中学生以
上）／９月３日木 までに申込

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■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

■県立歴史博物館 いきいき トライア ル
●篆刻教室 ～印を彫る～
９月２６日土１０：３０～１５：３０／講師：中澤光
昭さん（元公立高校長） ／１,０００円／定員 
２０名／８月２６日水～９月９日水 までに申
込

■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
■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

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
や、下記QRコードを読み取ってスマートフォ
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

■2020年 播磨工芸美術展 併設公募展
作品受付：８月２９日土・３０日日
新人工芸作家の育成と発掘を図るため、工
芸分野の作品を広く公募。優秀作品は９月
５日土 から１０月１８日日 に書写の里・美術工
芸館で展示す る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■2020年 播磨工芸美術展併設
「 リ レー工芸教室」
播磨工芸会会員が講師を務める工芸教室。
書写の里・美術工芸館 竹林工房にて開催。
●織物教室 A「コ ース ターを織る。」
９月１０日木１０：００～１２：００／講師：西島
玲さん／１,５００円／定員６名（高校生以
上）／９月１日火 までに申込
●陶芸教室 A「自由に作陶。」
９月１１日金１０：００～１２：００／講師：山本喜
容子さん／１,５００円／定員１０名／９月 
２日水 までに申込

※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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●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

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
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

※申請受付時間　10：00～12：00／13：00～16：00
※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

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。

新 刊 紹 介

同人誌「姫路文学」の編
集人で、これまでに詩集
や小説集を上梓してきた
筆者の最新の作品集。表
題作「クロノスの庭」や
「 鳳仙花 」 など、 在日、 夜

ボンソナ

学生、いじめ、家庭内暴
力、同性愛など、さまざまな今日的テーマを抱
えた８編を通して、人の生きる姿を巧みに描き
出している。
■問  編集工房 ノア　☎06−6373−3641
　（2,000円＋税）

ク ロノ スの庭
中島妙子 著

姫路藩士で、官
軍が姫路城に攻
め寄せた際、自
ら人質となって
姫路城を救い、
明治以後は松原
八幡神社の神官
として、教育者として、多くの人々を育て「播
磨聖人」と呼ばれた亀山雲平の生涯を追った絵
本。２００９年に『歴史絵本 官兵衛さんの大きな
夢』を手がけた２人のコンビで。
■問  神戸新聞総合出版センター
　☎078−362−7140（1 ,500円＋税）

雲平先生は いつも
文／柳谷郁子　絵／本山一城
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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 8月号

電気点検のため、8月17日（月）の文化センター、パルナソスホール、キャスパホールでの
プレイガイド業務を休業します。プレイガイド業務休業のお知らせ

チケット払戻期間会　　場公 演 日 時公　　演　　名

8月16日（日）まで文化センター 大ホール9月6日（日）　中止第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

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 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

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」

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

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

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

発売中の前売券

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

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）

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）キャスパホール11月21日（土）

14：00～第29回 キャスパ寄席8月27日（木）8月25日（火）

前売券の発売開始
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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 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）
●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。

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と
東京交響楽団のトッププレイヤーが来姫

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

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。

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 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）
※乳幼児・小学校低学年の入場はご遠慮ください。
●会場と時間が変更になりました。

第48回 姫路落語会

出演／桂ざこば、桂米團治、桂南光、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

■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28日（火）から9月11日（金）ま
でに電話で申込）●受付開始日が変更になりました
※財団友の会会員、高校生以下は無料でご入場いただけますが、事前の座席
　予約が必要です。

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

はじめてのコンサート♪

横谷静美北野麻里子中西麻梨

桂南光桂米團治
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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.401文化情報 姫路 8月号
2020 年 7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。
　また、通常より座席数を縮小しての販売となります。ご了承ください。

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

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、 高校生以下は無料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

田口友子稲本愛歌

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 －298－8014

ふらっとお散歩 コ ンサー ト2020PICK UP

第29回 キャスパ 寄席

高座に上がったときの会場の雰囲気をみ
て演目を決めるという、寄席本来のスタ
イルをお楽しみください。今年も若手か
らベテランまで、バラエティに富んだ顔
ぶれです。どうぞご期待ください。
出演／桂二葉、桂吉の丞、桂団朝、
　　　桂歌之助、桂塩鯛（出演順）

■問  キャスパホール　☎ 079 －284－5806

11月21日（土） 14：00～／キャスパホール／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。
※8月27日（木） 発売開始［友の会 8月25日（火）］

桂塩鯛

米朝一門による人気落語会

桂団朝

「姫路ミュージック・ストリート」の名称をリニューアル。
クラシックやジャズの演奏を気軽に楽しめるコンサートです。

10月25日（日） 入場無料
※満席の場合は入場をお断りすることがあります。

姫路文学館 講堂
「ピア ノトリオの世界」11：30～12：30／
　土井美佳（ヴァイオリン）、皆川隼人（チェロ）、
　内藤雪子（ピア ノ）
心城館（淳心学院 講堂）
「デュオコンサート」13：00～14：00／
　誉田真弓（ピア ノ）、塚本芙美香（ピア ノ）
キャスパホール
※開演の1時間前から入場整理券を配布
　します（先着順）。
「（タイトル未定）」14：20～15：20／
　藤野ひろ子（歌）、杉山悟史（ピア ノ）他
「JAZZ PIANO TRIO」
　　　　　　　　　15：50～16：50／
　越山満美子（ピア ノ）、吉川 弾（ドラムス）、
　白石宣政（ベース）
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