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姫路市文化国際交流財団
新理事長に聞く

 中  元   孝  迪  さん
なか もと たか みち

　もう一つ、今後の大きな課題として挙げられているの
が、来年９月にオープン予定の姫路市文化コンベンション
センター（仮）への対応。２，０００席の大ホール、７００席の中
ホール、１８０席の小ホールの３ホール体制になることにつ
いても「これまで培ってきたノウハウを十分に活かし、そ
の上で“山椒はピリリと”的な小規模な舞台から、大ホー
ルでしか実現できない規模の大きな舞台芸術が展開できる
のでは……。その端緒として創作オペラ『千姫』に期待し
たいし、実施すること自体が財団や新しいセンターの情報
発信になっていくと思います。昭和３８年に姫路出身の作
家・椎名麟三が台本を書き、演出したミュージカル『姫山
物語』が今も語り継がれるほどの反響を呼び、姫路や播磨
の芸術文化活動に大きな影響を与えましたが、同じような
ことを財団が発信源となってやれないかという期待を持っ
ています」と前向きに話します。
　さらに今後の姫路市文化国際交流財団が目指すものとし
て、「姫路市の文化振興、国際交流を第一に考えるのはごく
当然」とした上で、「文化にはボーダーがないと思います。
もう少し地域的視野を広げて、少なくとも〈播磨〉を視野
に入れた活動も必要だと考えています。新しいセンターが
播磨の中核施設として、播磨全域の文化・芸術の振興に寄
与できるようになればうれしい。財団としては今後も姫路
市や姫路観光コンベンションビューロー、センターの指定
管理者との連携を図りながら、舞台を中心とした従来の狭
義の文化活動を超えた、教育や研究なども含めた広義の文
化活動に取り組んでいきたいと考えています」と力強く話
しています。

　このたび姫路市文化国際交流財団の新理事長に就任した
兵庫県立大学特任教授の中元孝迪さん。財団が発行する総
合文化雑誌『バンカル』の編集長で、播磨学研究所の所長
でもありますが、神戸新聞社に勤めていた平成１５年から理
事を務めるなど、財団とは長い付き合い。「理事長職など
頭の片隅にもなく、突然の申し出に驚きや戸惑いもあった
が、財団にはバンカルや播磨学でお世話になっており、感
謝の意も込めてお受けすることに。やる限りはこれまでの
経験を活かし、全力で務めを果たしたい」と話します。
　財団は、昭和４７年発足の「財団法人 姫路市文化セン
ター」が母体となり、平成元年に「財団法人 姫路市民文化
協会」と一体化。「財団法人 姫路市文化振興財団」となり、
平成２２年に「財団法人 姫路市国際交流協会」と統合し、現
在の姫路市文化国際交流財団に発展したもので、「この間、
文化振興、国際交流を積極的に推進してきた先人たちの足
跡、実績を踏まえながら、できれば活動領域を広げて、時
代に即応した形にしていきたい」とも話します。
　つまり、財団が現在取り組んでいる「音楽のまち・ひめ
じ」プロジェクトやル・ポン国際音楽祭などの文化振興事
業、高校生による演劇公演などの市民文化高揚事業、書写
の里・美術工芸館の学芸普及事業や国際交流事業などの活
動を、今後も引き続き維持継続していくとともに、「前任者
から引き継いだ新規事業、ジュニアオーケストラや創作オ
ペラ『千姫』の公演などもぜひ成功させたいし、こうした
取り組みを通じて企画力や運営力など財団自体の体力を向
上させ、活動範囲の拡大を図っていきたい」ということで
す。
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いよいよ再開。
パ ルナソ スホー ルで「オ ルガン・アワー」開催

　７月１２日、パル
ナソスホールで、
ホールオルガニス
ト長田真実さんに
よる演奏会「オル
ガン・アワー」が
開催されました。
本番１カ月前に急
遽決定したこの企
画は、主にSNSで
告知し、事前予約
のお客さまに鑑賞
していただくとい

うもの。先着５０名の予定でしたが発売日初日に完売したため
追加で座席を用意し、当日は６９名がオルガンの音色を堪能し
ました。
　同ホールで演奏会が開かれるのはおよそ４カ月ぶり。入口
での検温はもちろん、来場者の流れを事前にシミュレーショ
ンするなど、できる限りの感染症予防対策をとって実施され
ました。事前に座席番号をメールでお知らせし、釣銭のない
よう協力を呼びかけたほか、当日プログラムは手渡しをせず
座席に用意。一つひとつに長田さんやスタッフによる手書き
のメッセージカードが添えてありました。また、分散着席の
ために設けた空席にはマスクを着けたバッハやモーツァルト

ら８名の作曲家のイラストが。「あなたが私のお隣涯」「いや
～ 僕の曲はやっぱりすばらしい外」などと来場者に話しか
けていました。
　いつものような開演前のざわめきはなく、温かい拍手で静
かに始まった演奏会。カイ・ヨハンセン：希望の歌、J．S．
バッハ：前奏曲とフーガ ロ短調 BWV５４４ などアンコール
を含めた５曲が、丁寧な解説を交えて披露されました。
　小学１年生の娘と来場した女性は「検索していてたまたま
演奏会を知った。きちんと対策を
とっておられ、安心して来まし
た」。市立姫路高校を卒業して１５
年ほどになるという男性は「入学
式や卒業式など節目に聴いてきた
音色。ホール再開という節目に立
ち会えて感慨深い」と話し、一方
の長田さんも「オルガンバルコ
ニーに出てお客さまが座っておら
れるのを見て、涙がこみ上げまし
た」と再開できた喜びをかみしめ
ている様子でした。

こちらの QRコードから
当日のダイジェスト映像がご覧いただけます。

■問 パルナソスホール　☎ 079‐297‐ 1141

音楽をもっと身近に。「音楽のまち・ひめじ」

作曲家のコメントは
20種類あるそうです

■問 文化国際課　☎ 079‐221 ‐2098

※会場使用料および備品使用料は無料となりますが、
その他の経費（動画撮影費、追加の舞台人件費等）
は利用者の負担となります。
※公開された作品は市ホームページでも紹介されま
　す。

　新型コロナウイルスの影響により、文化芸術に関わる方々
の活動の場が大幅に減少しています。姫路市では、文化芸術
の力でまちを元気にするため、活動の動画配信を条件に、利
用予定のない日に無料で文化ホールを貸し出す「文化ホール
活用動画配信事業」を実施しています。

 実施期間  2020年12月まで
 （利用希望日の2カ月前から受付可）
 対象施設  文化センター（大ホール・小ホール）、パルナソ
 スホール、キャスパホール
 貸出時間  午前・午後・夜間のうちいずれか1区分
 （準備・片付けを含む。延長は不可）
 対 象 者  市内に活動の本拠を置く文化団体または個人
 （利用は原則1団体あたり月1回）
 貸出要件  無観客で演奏または演技を行い、5分以上の作
 品を制作しWEB上で公開すること

　姫路市制施行１００周年を記念して開催された「 ’ ８９姫路シロ
トピア博」。  この催しのテーマソング  「夢ある姫路」（作詞・作
曲 さとう宗幸）は、３０年以上を経た現在でも、市内の音楽
団体を中心に大切に歌い継がれています。
　このたび「音楽のまち・ひめじ」ホームページに「夢ある
姫路」のコーナーが誕生しました。グループやデュオでの演
奏動画を紹介していますので、ぜひご覧ください。

声楽家の池内 響さん、ピアニストの山中歩夢さんによる「夢ある姫路」

こちらの QRコードからアクセスできます。

「文化ホー ル活用動画配信事業」につ い て 未来に歌い継ぐふるさとの歌「夢ある 姫  路 」
ま ち

文化ホール活用
動画について
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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。

（
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

姫路シネマクラブ　０７９‐２８１‐８００７
入会金 ５００円
会費（２ヵ月ごと） １，０００円
＊会員制

キャスパホール
１１：００～他３回

★姫路シネマクラブ 第１４１回例会「新聞記者」

４（金）

５（土）

１１：００～他１回６（日）

城内図書館　０７９‐２８９‐４８８３無料城内図書館 ２階大会議室１０：００～１１：３０★ひめじ読書友の会 教養講座
「人間とは何か 実在とは何か」６（日）

川勝和哉ファミリーウインドオーケス
トラ　０８０‐１４１９‐２００１（須田）無料パルナソスホール１３：３０～１６：００★川勝和哉ファミリーウインドオーケストラ

第１９回定期演奏会６（日）

県立歴史博物館　０７９‐２８８‐９０１１３００円県立歴史博物館 地階ホール１４：００～１５：３０★歴史講演会
「大鳥圭介を通して見る明治期の世界と朝鮮半島」６（日）

文化堂　０７９‐２８１‐５５５５一　般　　 ３，５００円
高校生以下 ２，０００円市民会館 大ホール１５：００～１７：００★Piano ＆ Elec tone Concer t たった２人のコンチェルト６（日）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１
一　般　　 ５００円
高校生以下　無料
（要申込）

パルナソスホール１０：３０～１１：３０★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１２（土）

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１０：００～１１：３０★第５４回 プロムナード・コンサート１３（日）

チケットよしもと　０５７０‐５５０‐１００５，５００円（当日 ６，０００円）文化センター 大ホール１０：００～他１回★よしもとお笑いライブ in 姫路２０２０１３（日）

県立歴史博物館　０７９‐２８８‐９０１１３００円県立歴史博物館 地階ホール１４：００～１５：３０★地域講演会
「禅詩文・刀剣銘・棟札からみた龍野赤松氏の展開」１３（日）

市立琴丘高校　０７９‐２９２‐４９２５無料パルナソスホール１４：００～１７：３０市立琴丘高等学校吹奏楽部 第３６回定期演奏会１３（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１６（水）

県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０３００円（要申込）県立ゆめさきの森公園１０：００～１４：００★森を歩いて… 自然素材のクラフト１９（土）

県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０６００円（要申込）県立ゆめさきの森公園１０：００～１５：００★杉玉を作ろう２０（日）

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ４，０００円
高校生以下 ２，０００円文化センター 小ホール１０：３０～他１回★今福 優と民族歌舞団「花こま」２０（日）

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

２０（日） １４：３０～１５：４５【クラス２】ジグ・メヌエット

１６：００～１７：１５【クラス３】ジグの復習と舞踏譜

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１聴講料 ３，０００円
（要申込）パルナソスホール１８：００～★チェンバロ講座「課題曲ワークショップ」２０（日）

姫路オペラ協会　０７９‐２９３‐４２４６（成尾）１，０００円キャスパホール１４：００～１５：３０★第２９回 日本歌曲の調べ ～秋に歌うミニコンサート～２１（祝）

Cow and M ouse　０８０‐３１３６‐２６７３４，５００円（当日 ５，０００円）文化センター 大ホール１７：００～２０：３０★Eddie M arcon Present s
「ぎゃふん ！ 」２１（祝）

T AKAK O．A音楽教室 ０９０‐６６７５‐０３３２無料キャスパホール１４：３０～１６：３０T AKAK O．A音楽教室２０周年ピアノ発表会２２（祝）

キャスパホール　０７９‐２８４‐５８０６７００円キャスパホール１４：００～１６：００★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～２４（木）

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２６（土）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１
受講料 ２，０００円
観覧料　 ５００円
（いずれも要申込）

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」２６（土）

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
「月探査と月の未来」

４（金） 
～３０（水）

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「いのちの星の作り方」
 ※１１/３０（月）まで４（金）～

土・日９：４５～プラネタリウム全天映画Ｃ「LIFE いのち」投影中

■ コ ンサー ト・舞台・イ ベ ン ト

備　　　考会　　場日　　時公　　　演　　　名

５月５日（祝）から延期していましたが、中止となりました。文化センター 大ホール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

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。

※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

※ 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

姫路市文化国際交流財団
国際交流担当　０７９‐２８２‐８９５０無料ゆめタウン姫路 １階 ９：００～２２：００★海外姉妹都市 交流写真展～ ９/ ４（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」～ ９/ ６（日）

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～ 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１０：００～１７：００★日本の祭礼玩具と節句飾り～１０/２５（日）

人権啓発センター　０７９‐２８２‐９８０１無料人権啓発センター ９：００～２１：００令和２年度 人権ポスター・標語作品展～１０/３０（金）

三木美術館　０７９‐２８４‐８４１３高校生以上 ３００円三木美術館１０：００～１８：００★生き物たちのいぶき～１１/１５（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）

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）

ぜんかい画廊　０７９‐２２３‐６２８９無料市民ギャラリー 特別展示室 ９：００～１７：００★９回目 ぜんかい画廊行事展 ９/ １（火）～ ６（日）

兵庫県立大学文化会西支部 フォト部
０９０‐５０１１‐６４２１（遠藤）無料市民ギャラリー 第２展示室１１：００～１７：００★兵庫県立大学 Photo部 写真展 ９/ ５（土）～ ６（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★播磨の絶滅危惧種展と岩田健三郎植物画展 ９/ ５（土）～ ２７（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
企画展示室・一般展示室１０：００～１７：００★特別展示「２０２０年 播磨工芸美術展」 ９/ ５（土）～ １０/１８（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
企画展示室・一般展示室１０：００～１７：００★特別展示

「２０２０年 播磨工芸美術展 併設公募展」 ９/ ５（土）～ １０/１８（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★橋本関雪 ～人・動物・風景～ ９/ ５（土）～ １０/１８（日）

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★食彩細工展示会
～ソープカービングの世界～ ９/ ８（火）～ ３０（水）

姫路市文化国際交流財団
国際交流担当　０７９‐２８２‐８９５０無料イオンモール姫路大津１０：００～２１：００★海外姉妹都市 交流写真展 ９/ ９（水）～ ２３（水）

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★第２９回 ポートレート作家展 ９/１２（土）～ ２７（日）

清馨書道会　０７９‐２７２‐２１７７（渡部）無料市民ギャラリー
第１・第２展示室１０：００～１８：３０★第１２回 清馨書道展 ９/１６（水）～ ２０（日）

姫路市文化国際交流財団
国際交流担当　０７９‐２８２‐８９５０無料イオンモール

姫路リバーシティー１０：００～２１：００★海外姉妹都市 交流写真展 ９/２６（土）～ １０/ ９（金）

金井　０９０‐８２１４‐９６４０無料市民ギャラリー 第２展示室１０：００～１７：００★第３回 金井 立 絵画展 ９/２８（月）～ １０/ ４（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★秋のサボテンと多肉植物展１０/ ３（土）～ １１（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★現代美術楽器展１０/ ３（土）～ １１（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「樋口一葉 その文学と生涯展」１０/ ３（土）～ １１/２３（祝）

無料（要申込）姫路文学館 講堂１３：３０～１５：００●記念講演会１０/１７（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「女たちのひょうご 

― 千姫から緒方八重まで ―」１０/ ３（土）～ １１/２３（祝）

姫路市立美術館　０７９‐２２２‐２２８８
一　 般 ８００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★日本画家・福田眉仙展１０/１０（土）～ １１/１５（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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「ル・ポン国際音楽祭2020 赤穂・姫路」
中止のお知らせ

PICK UP

神田 将さんのエレク トーンで、愛にあふれた
ラフマニノ フのピア ノ協奏曲を演奏す る。開
演前には曲紹介などを行うプレトークを予定
（１４：２０〜）。
■問 文化堂　☎０７９‐２８１‐５５５５
　
  あいめっせホー ル  
■第54回 プロ ムナー ド・コ ンサー ト
９月１３日日１０：００～１１：３０／無料
青木智子さん（ソプラノ）、松尾益民さん、田
村明子さん、井上智津子さん（いずれもピア
ノ）の出演で、ベートーヴ ェン：エ リ ーゼのため
に、團伊玖磨：おつかいありさん、ラヴ ェル：
クープランの墓 より 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）
　
  そ の ほ か  
■池辺晋一郎 楽興の時
９月５日土１４：００～／神戸文化ホー ル／
一般４,０００円、２５才以下１,０００円
神戸市混声合唱団の秋の定期演奏会。池
辺晋一郎：混声合唱曲集「三つの不思議な
仕事」、「六つの子守歌」より を池辺さん自
身の指揮で歌うほか、ヴ ェルデ ィ：オペラ「椿
姫」より“乾杯の歌”、ビゼー：オペラ「カル メ
ン」より“闘牛士の歌”などの演奏も。
■問 神戸文化ホー ル　☎０７８‐３５１‐３３４９

■及川浩治 ピア ノ リ サイ タ ル
トーク＆コ ンサー ト「名曲の花束」
９月１３日日１４：００～／扶桑電通なぎさホー
ル（相生市）／一般１,５００円、高校生以下
５００円
曲目はシ ューマン：トロイメ ライ、ベートーヴ ェ
ン：ピア ノ・ソナタ第１４番嬰ハ短調 「月光」 op.
２７‐２、サテ ィ：ジ ムノペデ ィ第１番 他。
■問 相生市文化会館　☎０７９１‐２３‐７１１８

　
  文化セ ンター  
■よしもとお笑いライブ in 姫路2020
９月１３日日 １１０：００～１２：００ ２１４：００～１６：
００／大ホー ル／５,５００円（当日６,０００円）

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（11月号なら9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  
■ Eddie M arcon Present s
「ぎゃふん ！」
９月２１日祝１７：００～２０：３０／大ホー ル／
４,５００円（当日５,０００円）
姫路市在住のゑでゐ鼓雨磨（ガットギターと
歌）、柔流まぁこん（ベー ス）により結成した
「ゑ でぃまぁこん」、「頭脳警察」「二プリ ッツ」
を経て現在はソロで活動す る姫路市在住の
燻裕理（ヒロシna）が、元「ゆらゆら帝国」の
坂本慎太郎を迎え て開催す る。
■問 Cow and Mouse　☎０８０‐３１３６‐２６７３
　
  パ ル ナソスホー ル  
■川勝和哉ファミ リ ーウイン ドオーケス トラ
第19回定期演奏会
９月６日日１３：３０～１６：００／無料
梶 智晶さん（ト ランペット）をソ リスト に迎え、
A．ア ルチ ュニアン：トランペット協奏曲を演奏
す るほか、C．シェーンベルグ：レ・ミ ゼラブ ル
交響組曲、P．スパーク：ジ ュビリ ー序曲 他を
演奏す る。
■問 川勝和哉ファミ リ ーウイン ドオーケス トラ
　☎０８０‐１４１９‐２００１（須田）
　
  キャスパホー ル  
■第29回 日本歌曲の調べ
～秋 に歌うミ ニ コ ンサー ト～
９月２１日祝１４：００～１５：３０／１,０００円
姫路オペラ協会の会員による演奏会。秋を
テーマにした代表的な歌曲や、武満徹の作
品などを独唱、重唱で演奏す る。
■問 姫路オペラ協会
　☎０７９‐２９３‐４２４６（成尾）
　
  市 民 会 館  
■ Piano & Elec tone Concer t
たった2人の コ ンチェル ト
９月６日日１５：００～１７：００／大ホー ル／一般
３,５００円、高校生以下２,０００円
聴く人の心をつかむ米津真浩さんのピア ノ、
オーケ ストラのような圧倒的な演奏が魅力の

すっちーと酒井藍のW座長公演のほか、中
川家、 ダ イ アン、 ア イ ンシ ュタ イ ン、 アキナ、 見
取り図が出演す る。
■問 チケッ トよしもと　☎０５７０‐５５０‐１００

■今福 優と民族歌舞団「花こま」
９月２０日日 １１０：３０～１２：３０ ２１４：００～１６：
００／小ホー ル／一般４,０００円、高校生以下
２,０００円
島根県を拠点に活動す る太鼓奏者・今福 優 
さんと今福さんが主宰する「今福座」、姫路
を拠点に活動す る民族歌舞団「花こま」の共
演で、新曲“さんしょう太夫”「鳥追い歌の
段」（車人形浄瑠璃）他を披露す る。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  そ の ほ か  
■山崎バニラの活弁大絵巻 in 赤とん ぼ
９月６日日１５：００～／赤とん ぼ文化ホー ル
（たつの市）／１,５００円
活動写真弁士・山崎バニラによるエン ターテ
イ ン メ ント。映画のはじまりや活弁などを紹介
す る「活動写真 いまむかし」のほか、大正
琴の弾き語りで小津安二郎監督作品「大学
は出たけれど」を、ピア ノ 弾き語りでハロル
ド・ロイ ド主演作「ロイ ドの福の神（特別版）」
を披露する。
■問 赤とん ぼ文化ホー ル　☎０７９１‐６３‐１３２２

　
  ゆめタウン姫路 ほか  
■海外姉妹都市 交流写真展
９月４日金 まで、９：００～２２：００／ゆめタウン
姫路 １階／無料
９月９日水～２３日水、１０：００～２１：００／ イオン 
モー ル姫路大津／無料
９月２６日土～１０月９日金、１０：００～２１：００／
イオンモー ル姫路 リバーシティ／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
「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

コ ンサー ト Concer t

舞台 Stage

■問  姫路国際音楽祭実行委員会　☎ 079 －221 －2098（文化国際課内）
 ht tp:/ /www.imf - le - pon t .jp/

　10月4日（日）から11日（日）に開催を予定しておりました
「ル・ポン国際音楽祭2020 赤穂・姫路」は、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、参加アーティストの日本への入
国制限解除の見通しが立たないため、やむなく中止となりま
した。開催を楽しみにされていた皆さまにはご理解を賜りま
すようお願い申し上げます。
　音楽祭ホームページ上で詳細をお伝えしているほか、音楽
監督を務めるヴァイオリニストの樫本大進さんからのメッ
セージも掲載しています。 音楽監督・樫本大進さん

Ｃ Keita Osada（Ossa Mondo A＆D）

※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
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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

　
  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
■特別展「樋口一葉 その文学と生涯展」
１０月３日土～１１月２３日祝、１０：００～１７：００／
一般７００円、高・大生４００円、小・中生２００円
女性とし て日本で初
めて文筆で一家の
生計を立てることを
志し、「たけくらべ」
「大つごもり」などの
名作を残し て２４才で
夭折した作家・樋口
一葉の文学と生涯を
たど る。

●記念講演会
１０月１７日土１３：３０～１５：００／講堂／無料
（定員８０名、９月３０日水 までに申込）
武庫川女子大学教授の山本欣司さんが
「樋口一葉を読み直す −『たけくらべ』『に
ごりえ』を中心に」と題し て講演する。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■ 9回目 ぜ んかい画廊行事展
９月１日火～６日日、９：００～１７：００／
特別展示室／無料 ※初日は１２：００～
院展日本画家の濱田君江さん、詩人で書
家の中島友子さんら ４名の作品を展示す る。
■問 ぜ んかい画廊　☎０７９‐２２３‐６２８９

■兵庫県立大学 Photo部 写真展
９月５日土～６日日、１１：００～１７：００／
第２展示室／無料
１回生から院生までの部員が個性豊かな作
品を発表す る。
■問 兵庫県立大学文化会西支部 フォ ト部
　☎０９０‐５０１１‐６４２１（遠藤）

■第1 2回 清馨書道展
９月１６日水～２０日日、１０：００～１８：３０／
第１・第２展示室／無料
日頃の練習とは異なり、形式にとらわれ ず自
由に制作した作品を発表す る。
■問 清馨書道会　☎０７９‐２７２‐２１７７（渡部）

■第3回 金井 立 絵画展
９月２８日月～１０月４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

８０点を展示する。

■問 書写の里・
　美術工芸館
　☎０７９‐２６７‐０３０１

■特別展示「2020年 播磨工芸美術展」
９月５日土～１０月１８日日、１０：００～１７：００／
企画展示室・一般展示室／一般３１０円、高・
大生２１０円、小・中生５０円
播磨在住の現代工芸作家グ ループ「播磨工
芸会」会員１２名が陶芸・染織・漆芸・革工
芸の新作約３０点を展示す る。

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■特別展示
「2020年 播磨工芸美術展 併設公募展」
９月５日土～１０月１８日日、１０：００～１７：００／
企画展示室・一般展示室／一般３１０円、高・
大生２１０円、小・中生５０円
新人工芸作家の育成と発掘を図るために開
催す る公募展。事前に募集した工芸分野の
作品の中から優秀作品を展示す る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  姫路市立美術館  
■橋本関雪 ～人・動物・風景～
９月５日土～１０月１８日日、１０：００～１７：００／
コ レクションギャ ラ リ ー／無料
神戸に生まれ、京都画壇で活躍した日本画
家・橋本関雪の館蔵品および寄託品の中か
ら人物・動物・風景の３つのモチーフを切り口
にし て紹介す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８

■日本画家・福田眉仙展
１０月１０日土～１１月１５日日、１０：００～１７：００
／ 企画展示室／ 一般８００円、高・大生６００円、 
小・中生２００円
初期から晩年までの作品を紹介す る回顧展。 
１９４０年に東京で開催予定だった“幻のオ リ
ンピック”に際し、来日す る人  々をもてなすた
めに描いた国立公園のシリ ー ズから《富士
五湖》 や、 代表作 《支那三十図巻》 などを
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
國富奎三氏から寄贈され 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

示す る。
■問 金井　☎０９０‐８２１４‐９６４０
　
  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
を注いだ土井六郎氏の作品を展示す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８
　
  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
　
  市立手柄山温室植物園  
■播磨の絶滅危惧種展と
岩田健三郎植物画展
９月５日土～２７日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
姫路を含む播磨地域の絶滅危惧種につい
て展示や写真パネルで紹介す るほか、姫路
市在住の版画家・岩田健三郎さんのオリ ジ
ナ ル植物画１００点を展示す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■秋のサボテンと多肉植物展
１０月３日土～１１日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
サボテンや多肉植物５０種１５０点を展示す る。
１０月４日日、 １１日日 には展示説明会を開催
（１１：００〜）。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■現代美術楽器展
１０月３日土～１１日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
小温室を会場と
した一般作品展。 
サボテンや多肉
植物が並ぶ会場
に、創作楽器を展
示する。

■問 市立手柄山
　温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００
　
  とほり 桃花交流館  
■食彩細工展示会
～ソープカ ー ビングの世界～
９月８日火～３０日水、９：００～１７：００／無料
野菜や石けんを花や鳥などのさまざまな形に
加工し、華やかさや彩りを演出す る「食彩細
工」。「食彩細工 MOR I W AKI」を主宰す る
森脇公代さんの美しい作品の数 を々中心に

前回の展示風景

鑑　賞
しま し た

本当 に待っ ていました ！ 最初の音で涙ぐ ん でしまいました。 座席の間引きにも工夫があって楽 しかったです 。（姫路市 T・Hさん）　音楽は不要不急ではない
と、 改め て思わされました。 再び音楽 にふれあえたことに感謝 します 。 選曲にも想いがこもっ ていて、 心 に響きました。（姫路市 匿名）　4カ月ぶりのパルナソスホール、 ワクワク しました。 念入り に準備され ていて、 安心 し て音楽を楽 しむことができま
した。（姫路市 K・Aさん）　生の演奏に飢え ていました。（姫路市 F・I さん）　生の演奏 は体 に響いてとても楽 しいです 。 また来ます 。 家 に帰っ てY ouT ubeみます 。（姫路市 匿名）　あたりまえだった コ ンサー トのありがたさを再認識できた。（姫路市 匿名）
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エン スファン タジー作品を投影す 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
　
  城内図書館  
■ひめ じ読書友の会 教養講座
「人間とは何か 実在とは何か」
９月６日日１０：００～１１：３０／２階大会議室／
無料
元兵庫県立大学・姫路大学教員の濱田利
英さんが、A I の知能と人間の知性の実在に
ついて講演を行う。
■問 城内図書館　☎０７９‐２８９‐４８８３
　
  県立歴史博物館  
■歴史講演会「大鳥圭介を通 し て見る
明治期の世界と朝鮮半島」
９月６日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル／
３００円（定員先着５０名）
神戸大学大学院国際協力研究科教授の木
村 幹さんが講演を行う。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１

■地域講演会 「禅詩文・刀剣銘・棟札か らみた
龍野赤松氏の展開」
９月１３日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル／
３００円（定員先着５０名）
県立歴史博物館ひ ょうご歴史研究室 歴史
研究推進員の大村拓生さんが講演を行う。
■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
９月１６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」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
　
  県立ゆめさきの森公園  
■森を歩 いて… 自然素材のクラフ ト
９月１９日土１０：００～１４：００／３００円（定員１５
名、要申込）
小学４年生以上（小学生は保護者同伴）対
象。 初秋の森を散策し、 森で集めた自然素
材で、 花台にもなる椅子を作る。 弁当、 飲み
物を持参。
■問 県立ゆめさきの森公園
　☎０７９‐３３７‐３２２０

■杉玉を作ろう
９月２０日日１０：００～１５：００／６００円（定員１５
名、要申込）
小学４年生以上（小学生は保護者同伴）対
象。枝打ちした杉の葉を使って杉玉作りに挑
戦す る。 弁当、 飲み物、 軍手、 剪定ばさみを
持参。
■問 県立ゆめさきの森公園
　☎０７９‐３３７‐３２２０

　
  パ ル ナソスホー ル  
■バ ロ ックダンス講習会
９月２０日日１３：００～１７：１５／各２,０００円
（定員各２０名程度、要申込）
湯浅宣子さんの指導でバロックダン スを学ぶ
講習会。 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

■チェン バ ロ 講座
「課題曲ワークショップ」（聴講）
９月２０日日１８：００～／聴講料３,０００円（要申
込）
東京藝術大学教授でチェン バ リストの大塚
直哉さんが講師を務め、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／受講料２,０００円（９月１２日土 までに申
込）、観覧料５００円（前日までに要申込）
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。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
　
  キャスパホー ル  
■姫路シネマクラブ
第1 41回例会「新聞記者」
９月４日金・５日土、１１１：００～※字幕上映２
１４：００～３１６：３０～４１９：００～、６日日１１１：
００～２１４：００～ ／ 入会金５００円、会費（２ヵ月 
ご と）１ ,０００円※会員制。当日入会可
東京新聞の記者・吉岡は、大学新設に関す
る極秘情報を記した匿名ファク スを受け取り
調査を始める。 一方、 内閣情報調査室官僚
の杉原は、国民に尽くすという信念と現実の
任務の間で葛藤す る。東京新聞記者・望月
衣塑子の著書を原案にしたサ スペン スドラマ
を、 シム・ウンギョン、 松坂桃李 他の出演で。
■問 姫路シネマクラブ　☎０７９‐２８１‐８００７
　
  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
「月探査と月の未来」
９月４日金～３０日水、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
秋の夜空に見える月。再び人を送り人類の
ために活用す る計画や月の未来を、最新の
月の姿とともに紹介す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１

■ プラネタ リ ウ ム全天映画 A・B
「い のちの星の作 り 方」
９月４日金～１１月３０日月、平日１１３：５０～２
１６：００～、学校休業日１１２：４５～２１４：５５～
／一般５２０円、小・中・高生２１０円
命が宿る惑星が誕生した過程をたど るサイ

展示す る。
■問 とほり桃花交流館　☎０７９‐２６４‐１５５８
　
  県立歴史博物館  
■特別展「女たちの ひ ょう ご 
− 千姫から緒方八重まで −」
１０月３日土～１１月２３日祝、１０：００～１７：００／
一般１,０００円、大学生７００円
千姫や田ステ女、大石りく、緒方八重などの
著名な人物から、商家や庄屋の女性など無
名の人物まで、兵庫ゆかりの女たちを通し て
江戸時代の女性の多様な人生について考
察す る。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
　
  日本玩具博物館  
■日本の祭礼玩具と節句飾り
１０月２５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
播磨地方の昔の屋台の玩具や疫病退散・
豊作などを祈る日本の祭礼玩具約６００点と、
季節の変わり目に身のケガレを祓い健やか
な暮らしを祈る節句（正月、端午、七夕）など
の玩具約４００点を紹介す る。
栢常設展示（約４,０００点）
１号館：日本の近代玩具（昭和後期～平
成）、 ２号館：日本の近代玩具（明治～昭
和４０年代）、３号館：ちりめん細工とび ん
細工、４号館：日本の郷土玩具と世界の
玩具と人形
■問 日本玩具博物館　☎０７９‐２３２‐４３８８
　
  三木美術館  
■「生き物たちのい ぶき」
１１月１５日日まで、１０：００～１８：００／高校生
以上３００円
陶芸家の十三代中里太郎右衛門、今井政
之、日本画家の橋本関雪らによる近代以降
の絵画作品や陶磁器を展示し、その中に表
された鳥や魚などの生き物の姿を紹介す る。
■問 三木美術館　☎０７９‐２８４‐８４１３
　
  ギャラ リ ー ルネッサン ス・ス クエア  
■高田三穂子 展
９月６日日 まで、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

■第29回 ポー ト レー ト作家展
９月１２日土～２７日日、１０：００～１８：００／無料
姫路市や県内、大
阪在住で、国画会、
赤窓会、日本写真
文化協会などに所
属し第一線で活躍
す る作家８名による
作品展。女性のポー
トレート（肖像写真）
を中心に約３０点を
展示す る。
　
■問 ルネッサンス・スクエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２

イ ベ ン ト E vent

八木善生「想い」
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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。

「姫路市民文化祭」「こころの祭 姫路」
中止のお知らせ

PICK UP

■野草でフラワーア レンジ メ ン ト
９月２６日土１０：００～１２：００／４００円（定員２０
名）
園内に咲いている花や野草でアレンジを楽
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

■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）／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
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
「 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
●革工芸教室「キーホルダ ーをつくる。」
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

※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／募集
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上）／９月３日木 までに申込
●陶芸教室Ｂ「自由に作陶。」
９月２０日日１０：００～１２：００／講師：喜多千
景さん／２,０００円／定員８名／９月１１日
金までに申込

●織物教室Ｂ「卓上手織り機でミニマッ ト
を作る。」 ９月２６日土１０：００～１５：００／講
師：西山まい美さん／３,０００円／定員６名 

　／９月１７日木 までに申込
●織物教室Ｃ「卓上手織り機でミニマッ ト
を作る。」 ９月２７日日１０：００～１５：００／講
師：西山まい美さん／３,０００円／定員６名 

　／９月１７日木 までに申込
●陶芸教室Ｃ「自由に作陶。」
１０月２日金１０：００～１２：００／講師：山本喜
容子さん／１,５００円／定員１０名／９月２３
日水 までに申込

●陶芸教室Ｄ「自由に作陶。」
１０月１０日土１０：００～１２：００／講師：喜多
千景さん／２,０００円／定員８名／１０月
１日木 までに申込
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■私のいっ ぴ ん ギャラ リ ー
出品者自身が制作または所有す る工芸品
（絵画や書などは不可）を募集。出品者自身
が搬入・展示・搬出を行い、展示期間は ２週
間以内、展示料金は無料。
■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。詳細はホームページを参照。
■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 ※定員が変更になりました／９月９日水
までに申込
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
■あいめっせ映画鑑賞会
「ビリ ーブ 未来への大逆転」
１０月８日木１０：００～１２：１５／あいめっせホー 
ル／無料／定員１００名／９月９日水 締切／
一時保育あり（１人３００円、要予約）
弁護士になるためにハーバード法科大学院
に入学、その後に移籍した コ ロンビア法科大
学院を首席で卒業したルー スだったが、女
性を雇ってくれる法律事務所はなく、史上初

の男女平等を訴える裁判に挑む。ア メ リ カで
最高裁判事を務めるルー ス・ギン ズバーグの
実話をもとにした物語。
■問 男女共同参画推進センター
　“あいめっせ”　☎０７９‐２８７‐０８０３

■城郭市民セミナー
「明智光秀と丹波福知山城」
１０月１７日土１３：３０～１５：００／講師：西村正
芳さ ん（福知山市文化・スポーツ振興課 文
化振興担当課長）／無料／定員５０名／９月
２３日水 までに申込
光秀の丹波攻略の一端や光秀が築いたとさ
れる福知山城のほか、なぜ福知山は光秀ゆ
かりのまちと呼ばれるのかなどについて講演
を行う。
■問 城郭研究室　☎０７９‐２８９‐４８７７

■連続歴史講座
「古文書に親しむ（江戸時代の女性の手紙）」 
１０月２４日土・１１月７日土・１４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１０名／９月２３日水
から１０月７日水 までに申込
同館学芸員の大黒恵理さんが講師を務め
る。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
■第5回 景観遺産
募集期間：２０２１年３月３１日水 まで
豊かな自然と歴史・文化が薫る播磨の中核
都市・姫路のまちを未来へと引き継いでいく
ために、市内の立ち入り自由な場所から眺め
られる 「建物・まちなみ」 「水辺」 「自然」 「い
となみ」「夜景」「その他」の ６部門で景観の
写真を募集し「景観遺産」とし て登録・活用
す る。おおむね ３年以内に撮影した未発表
で、合成・加工していないものに限る。詳細
は姫路市のホー ムページを参照。
■問 まちづくり指導課　☎０７９‐２２１‐２５４１

■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、秋を詠んだ短歌など、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

鑑　賞
しま し た

2人の演奏が上品で優雅で、 まるで雲の上で聴いているようでした。（西宮市 匿名）　美 しい音色 に、 夢のような時間を過ご せました。
日頃から親 しん でいる曲が多かったので、 とても楽 しい時間でした。（姫路市 匿名）　ハープの生演奏を聴くのは初めてでした。 心が洗われるようでした。 検温、 消毒が徹底され ていて、 安心 し て聴 けました。（京都市 匿名）　
フ ルー トとハープそれぞれの音が本当にきれいで、 癒されました。 あっという間の1時間でした。 もっともっと聴きたかったです 。（姫路市 匿名）　おかげさまで、 素敵なデー トになりました。 ありがとうございました！（明石市 匿名）

フ ルー ト＆ハープデ ュオ 女神が織りなす歌の翼（8/1 ）

　音楽や演劇、伝統芸能などの舞台芸術や茶華道、俳句、盆栽などの各団体が発表を
行う「第75回 姫路市民文化祭」（10月31日（土）～11月23日（祝）に開催予定）、およ
び、一般公開していない自宅や工房、寺社などで人々が交流する「第29回 こころの
祭 姫路」（11月11日（水）に開催予定）は、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せ
ない状況を考慮し、いずれも中止となりました。

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8014

※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。

　小学５年生以上を対象に１０月から開
講を予定していた「はじめてのフルー
ト教室」は、新型コロナウイルス感染
症の収束が見通せない状況を考慮し中
止となりました。
■問 パルナソスホール ☎０７９‐２９７‐１１４１

P I C K  U P

「は じめ てのフ ルー ト 教室」
中止のお知らせ
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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 9月号

※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。

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

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～

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

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

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）

500円 （全自由席）無料 （全自由席）
※一般入場券を450円でご購入いただけます。

文化センター
大ホール

12月17日（木）
   ・18日（金）
両日とも12：00～

名画鑑賞会 9月17日（木） 9月15日（火）

700円 （全席指定）630円 （全席指定）キャスパホール
2021年

2月14日（日）
14：00～

懐かしの洋楽ヒットパレード
第17回
　～身も心も温まるこの洋楽～

 9月18日（金） 9月16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）パルナソスホール12月20日（日）

15：00～

オルガンシリーズ V ol .7
打楽器とオルガンで贈る
クリスマスコンサート

10月14日（水）10月12日（月）

一般 2,500円
高校生以下 1,000円 （全席指定）

一般 2,250円
高校生以下 900円 （全席指定）パルナソスホール

2021年
1月31日（日）
14：00～

バロック in 姫路
バッハのすゝめ
　～オール・バッハ・プログラム～

10月22日（木）10月20日（火）

前売券の発売開始
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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。

第17回 ～身も心も温まるこの洋楽～
2021年2月14日（日） 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。
※9月18日（金） 発売開始［友の会 9月16日（水）］

■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、9月11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。

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

■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。

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

チェロで贈るヨーロッパ名曲の旅

■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。
●公演内容が変更になりました。

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

オルガンで巡るロマン派の世界

田口友子稲本愛歌

長田真実

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

三浦紘朗

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8014

「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
「トリオの魅力」11：30～12：30（開場11：00）
出演／土井美佳（ヴァイオリン）、皆川隼人（チェロ）、
　　　内藤雪子（ピアノ）
プログラム／エルガー：愛の挨拶
　　　　　　ブラームス：ハンガリー舞曲 第5番 他

心城館（淳心学院 講堂）
「デュオコンサート」13：00～14：00（開場12：30）
出演／誉田真弓（ピアノ）、塚本芙美香（ピアノ）
プログラム／ドヴォルザーク：スラヴ舞曲 第1集 第2集 より
　　　　　　ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー 他

キャスパホール
《前半》
「その時代の歌とともに」14：20～15：20（開場14：00）
　出演／藤野ひろ子（歌）、杉山悟史（ピアノ）、
　　　　米澤毅風（ベース）、名定澄子（キーボード）
　プログラム／坂田晃一：さよならの夏
　　　　　　　チャップリン：スマイル 他
～休憩・入替～
《後半》
「JA Z Z PIA NO T RIO」15：50～16：50（開場15：40）
出演／越山満美子（ピアノ）、吉川 弾（ドラムス）、
　　　白石宣政（ベース）
プログラム／ビル・バード：Broad Way
　　　　　　オスカー・ピーターソン：
　　　　　　　　　　　　Bossa Beguine 他

※キャスパホールの公演のみ、入場時の密を避け
るため、開演時間のそれぞれ1時間前から整理
券（お1人につき1枚）を配布いたします。配布枚
数は各120枚です。

ふらっとお散歩 コ ンサー ト2020PICK UP
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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.402文化情報 姫路 9月号
2020 年 8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。

オ ルガンシ リ ーズ V o l．7　
打楽器とオ ルガンで贈るク リス マ スコ ンサー ト

まるでオーケストラのようなオル
ガンと、華やかなリズムを添えて
くれる打楽器の共演でお届けしま
す。個性豊かな打楽器たちとオル
ガンとの対話を見て、聴いて、お
楽しみください。
出演／長田真実（オルガン）
　　　牧野美沙（打楽器）
プログラム／
　K．ヨハンセン：Entre nous
　ハチャトリアン：剣の舞
　L．アンダーソン：タイプライター
　　　　　　　　　クリスマス・フェスティバル 他
※同日は「0歳から楽しむクリスマスコンサート（仮）」も開催予定です。

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

12月20日（日） 15：00～／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。
※10月14日（水） 発売開始［友の会 10月12日（月）］

バ ロック in 姫路　
バ ッ ハ のすゝ め ～オール・バ ッ ハ・プロ グラ ム～

出演／鈴木秀美（バロック・チェロ）、若松夏美（バロック・ヴァイオリ
　　　ン）、大塚直哉（チェンバロ）
プログラム／J．S．バッハ：無伴奏チェロ組曲 より
　　　　　　　　　　　　 ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ
　　　　　　　　　　　　 ホ短調 他

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

2021年1月31日（日） 14：00～／パルナソスホール／
一般 2,500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。
※10月22日（木） 発売開始［友の会 10月20日（火）］

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）］

名画鑑賞会

松本清張、山崎豊子によ
る社会派ミステリー小説
を原作に、名匠たちが丹
精込めてつくり上げた力
作を上映します。

12月17日（木）
①「張込み」　12：00～14：00
②「悪い奴ほどよく眠る」　14：20～16：55

12月18日（金）
①「白い巨塔」　12：00～14：30
②「黒い画集 あるサラリーマンの証言」　14：50～16：25

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

文化センター 大ホール／
500円（2日通し券・全自由席・2本立て・入替なし）
※財団友の会会員は会員証の提示でご入場いただけます。
※チケットは2日間有効ですので、紛失されないようご注意ください。
※9月17日（木） 発売開始［友の会 9月15日（火）］

米朝一門による人気落語会

桂団朝桂塩鯛

懐かしの映像がホールスクリーンに蘇る

オルガンと打楽器で心躍るクリスマスを バッハの伝道師たちが贈る至極の音楽

大塚直哉若松夏美鈴木秀美

牧野美沙長田真実

「張込み」
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