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２５日日には越山満美子さん（ピアノ）らと「ふらっとお散
歩コンサート」に出演します。越山さんらとは、それぞれ
の自宅などからリモートでセッションする遠隔同時配信ラ
イブを５月から行っているほか、「BJ D AN」でも配信を伴
うライブツアーを実施。「ライブ配信は同時刻にみられる
だけでなく、チャットで参加できたり、どんなに遠方でも
鑑賞できたりというメリットがある」と吉川さん。今後し
ばらくは定員を減らして対策を取りつつ、プラス配信とい
うライブ活動を続けていかざるを得ないと話します。
　音楽活動に加え東京の尚美ミュージックカレッジで教鞭
をとるほか、第一線で活躍するミュージシャンを招くFM
ゲンキ「吉川弾のJ AM T ALK J AM」では１０年以上パーソ
ナリティを務め、最近では書道師範代の腕を活かし書家と
しても活躍。個性的かつ流麗な文字が人気を呼んでいます。
　そんな吉川さんの「全方位」な才能を堪能できるコラボ
レーションライブが９月２７日日 ２０時から配信されます。タ
イトルは「VR x － CROSS － PERFORMANCE」。同時進行
の音楽ライブ・生け花パフォーマンス・書道パフォーマン
スを高精度３６０度カメラで撮影、配信するというもので、ゲ
ストのMay J. さんがライブと生け花パフォーマンスで出
演。吉川さんはMay J. さんのライブに参加するほか、書道
パフォーマンスも披露します。「画面上でみたい方向やア
ングルに切り替えられ、ライブをみながら振り返るとパ
フォーマンスもみられるという画期的なもの。見逃し配信
を１０月４日日 ２４時まで行っています」と視聴を呼びかけて
います。
　

　東京を拠点に活動するドラマーの吉川 彈さんは姫路市
出身。 小学生のときに初めて打楽器にふれたものの、 高校、
大学の吹奏楽部ではトランペットを担当。設計事務所に就
職したころ姫路市吹奏楽団に打楽器奏者として参加し、の
ちにビッグバンド「メガ・トーン・ジャズオーケストラ」
にもドラマーとして参加。やがて各地のライブに招かれる
ようになりました。
　本格的にドラムを学ぶため、２００２年に渡米。翌年、笹井
BJ克彦さん （ベース） と 「BJ D AN」 を結成、 プロとしての
活動を開始しました。０５年、東京のジャズロックバンド
「 Qui 」に加入、初のアルバムをフランスから世界リリース。

クイ

０９年には世界規模のプログレッシブロックの祭典「 Prog
Day」に日本代表として出演しました。
　KinKi Kids、YUKI、織田哲郎、清水翔太ら数多くのアー
ティストとコンサートやテレビで共演するほか、スタジオ
ミュージシャンとしても活躍。昨年１２月に「BJ D AN」の
ファーストアルバムをリリース、現在は「Qui」の４枚目
となるスタジオ盤アルバムをレコーディング中で、これら
のほか「菊池ひみこトリオ」や「宮崎 隆  睦 グループ」、かつ

たか ひろ

て“イモ欽トリオ”で一世を風靡した長江健次さん率いる
「長江健次バンド」にも参加。「いちばん好きなのはジャズ
とファンク」だそうですが、ロック、ソウル、ポップス、
ブルース、ラテンなどあらゆるジャンルで自在にビートを
刻む“全方位ドラマー”のセッションミュージシャンとし
ても幅広く活動しています。
　姫路では１０月６日火に吉川さんが「ホームグラウンド」
と呼ぶジャズスポット「ライラ」に宮崎隆睦グループで、

音楽をメイ ンに
全方位で活躍す る表現者

ド ラマー　 吉  川   弾  さん
よし かわ だん
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　新型コロナウイルスの影響により、音楽やスポーツなど、
さまざまな文化活動が制限されている状況にあります。その
一方で、新しい生活様式の下での活動を進め、文化芸術を生
活の中に取り戻そうとする動きが始まっています。
　姫路とフランスとの絆は深く、世界遺産姫路城とフランス・
シャンティイ城が姉妹城であるほか、昨年度のフランスから
の観光客は３．７万人と、国別観光客数の上位を記録していま
す。また、来年の東京オリンピックでは、フランス柔道選手
団が事前合宿のために本市を訪れる予定です。このような状
況の中、フランスを舞台とした「レ・ミゼラブル」のテーマ
曲を通じて、姫路のまちから音楽による元気を発信しようと
するプロジェクトが始まりました。
　６月にパルナソスホールで、関西在住の演奏家とパルナソ

スホールオルガニスト長田真実さんによる特別編成の吹奏楽
団が、「レ・ミゼラブル」吹奏楽バーション（森田一浩氏編
曲）を無観客で演奏。指揮は日本センチュリー交響楽団首席
指揮者の飯森範親さんが務めました。感染防止対策を実施
し、慎重に収録を行いました。
　また後半の「民衆の歌」は、合唱団「響」や市立広嶺中学
校コーラス部、姫路市児童合唱団、シャンソン歌手の山田直
毅さんらが姫路城などで収録を行ったほか、姫路市出身の歌
手・丘みどりさん、声楽家の池内
響さん、ジャズシンガーの溝口恵
美子さんや、昨年、市内で公演を
行ったMay J．さん、小林沙羅さ
ん、コロンえりかさんが別途収録
した映像で参加するなど、幅広い
ジャンルのアーティストが出演し
ています。
　映像はY ouTube「ひめじ動画
チャンネル」で公開されています。
姫路と音楽のパワーが感じられる
動画を、ぜひご覧ください。

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。

■問 スポーツ振興室　☎ 079‐221 ‐ 2796
　文化国際課　☎ 079‐221 ‐ 2098

～ 音楽のまち・ひめ じ ～
フラン スを舞台と した 「レ・ミゼラブ ル」 の楽曲を姫路市から配信

パルナソスホールで無観客収録が行われました

清元秀泰姫路市長もフランス
国旗を振って出演しています

フルVer. ショートVer.
（民衆の歌）

平和資料館で
秋季企画展「姫路 空襲からの復興」

　姫路市が米軍による二度にわたる空襲を受けてから今年で
７５年。その節目の年にふさわしく、１０月３日土から平和資料
館で「姫路 空襲からの復興」が開かれます。
　展示は時代別に４つのコーナーに分け、写真と館蔵品など
によって構成されています。
　「１．姫路空襲・被災」では、昭和２０年（１９４５）の６月２２日
と７月３日の２度にわたる姫路空襲の概要を罹災地図などで
説明するとともに、空襲直後のまち並みを高橋コレクション
の写真などで紹介。
　「２．終戦直後の姫路」では、終戦直後の市民生活や戦災復
興期の姫路のまちの様子を紹介。岩田健三郎さんの貴重な版
画「お城マート」の写真パネルや、姫路の復興を主目的とし
た市町村合併を行ったＧＨＱ（連合国軍総司令部）のラモート
中佐との記念写真なども展示されています。
　「３．復興を遂げた姫路」では、昭和３０年（１９５５）の５０メー
トル道路の開通や、手柄山を舞台に開かれた姫路大博覧会と

モノレールに関する資料を展示。開通した５０メートル道路の
パノラマ写真や、昭和３６年（１９６１）に撮影された姫路駅から
お城を望む大型グラフィックも話題を呼びそうです。副題に
掲げた“ひめじ版三丁目の夕日”にちなんで、昭和３０年代の
懐かしい生活用具なども展示しています。
　「４． 現  在 に続く姫路の姿」では、姫路城、姫路駅、大手前

い ま

通り、御幸通り、手柄山の戦前から戦後に至る変遷を写真で
紹介。時代の移り変わりがひと目で分かるようになっていま
す。
　姫路市の戦後を振り返る絶好の機会となる企画展。担当職
員の田中美智子さんも「姫路のまちがいち早く戦後復興を軌
道に乗せることができた
のも、今の社会の平和と
繁栄があるのも、戦災で
亡くなられた方々の尊い
犠牲と多くの市民の努力
があったからだと、今回
の企画展を通して知って
いただけたら」と話して
います。

※詳細は８ページをご覧ください。

■問 平和資料館　☎ 079‐291 ‐2525

昭和36年の大手前通り（姫路市提供）

姫路博中央会場（姫路市提供）

Title:P03.eca Page:3  Date: 2020/09/09 Wed 11:13:03 



4

★ 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感染症の影響により、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　　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 №２２２
音楽の玉手箱 ～チェロで巡るヨーロッパの国々～３（土）

グッドラック・プロモーション
０８６‐２１４‐３７７７

 Ｓ 席（指定） ６，６００円
 Ａ 席（当日指定） ４，４００円文化センター 大ホール１３：００～１５：００★丘みどりコンサート２０２０ ～演魅V ol ．２～３（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１０（土）

はりまいのちの電話事務局
０７９‐２８８‐５０９９無料文化センター 大ホール１４：００～１５：３０はりまいのちの電話 定期公開講座１１（日）

書写の里・美術工芸館　０７９‐２６７‐０３０１３，０００円（要申込）書写の里・美術工芸館
工芸工房１０：００～他１回★伝統工芸体験講座「姫路こま製作体験教室」１４（水）

コープ文化鑑賞会
０８０‐１４２１‐６６７１（吉田）３，５００円キャスパホール１３：３０～他１回★コープ文化鑑賞会 第６２回例会

ギター＆バイオリンデュオ＆ダンス１７（土）

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１４：００～１５：１５★オルガンシリーズ V ol ．６ 長田真実オルガンリサイタル１７（土）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１５００円（要申込）パルナソスホール１３：００～１４：００★チェンバロ講座「１日体験」（観覧）１８（日）

グッドラック・プロモーション
０８６‐２１４‐３７７７５，８００円文化センター 大ホール１４：００～１５：００★綾小路きみまろ 爆笑 ！！ スーパーライブ

～知らない人に笑われ続けて～１９（月）

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２１（水）

文化コンベンションセンター
開設準備室　０７９‐２５５‐８８５４無料（要申込）あいめっせホール１９：００～★アクリエひめじ（文化コンベンションセンター）

利用者説明会２１（水）

良い映画を観る会　０３‐５３３２‐３９９１１，２００円（当日 １，５００円）文化センター 小ホール１０：３０～他１回★映画上映会「一粒の麦 荻野吟子の生涯」２３（金）

姫路市文化国際交流財団 振興課
０７９‐２９８‐８０１４

無料
姫路文学館 講堂１１：３０～１２：３０

★

ふらっとお散歩コンサート２０２０
噛「トリオの魅力」

２５（日） 心城館（淳心学院 講堂）１３：００～１４：００噛「デュオコンサート」

無料（要整理券）キャスパホール
１４：２０～１５：２０噛「その時代の歌とともに」

１５：５０～１６：５０噛「JAZZ PIANO TRIO」

Maison de musique　０７９‐２８５‐２２５３無料文化センター 小ホール１３：００～１６：００ピアノ発表会２５（日）

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ４，５００円
高校生以下 ２，５００円市民会館 大ホール１４：００～１６：００★大須賀ひでき フォークコンサート２５（日）

文化コンベンションセンター
開設準備室　０７９‐２５５‐８８５４無料（要申込）あいめっせホール１０：００～他１回★アクリエひめじ（文化コンベンションセンター）

利用者説明会３１（土）

サイエンスカフェはりま
science.cafe.harima＠gmail .com各９９５円（要申込）市民会館 中会議室

１０：３０～１２：００
★

サイエンスカフェはりま「鉄の科学（１）」：日本刀
●楽しく考える会「科学と日本刀」３１（土）

１３：００～１５：１５●詳しく知る会「玉鋼の刀」

アミーチ・デッラ・リリカ
０７９１‐５２‐２１０３（江唐）無料キャスパホール１３：３０～１６：２０★アミーチ・デッラ・リリカ 秋のコンサート V ol ．２０３１（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「火星接近」１（木） 
～３１（土）

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）まで投影中

土・日 ９：４５～プラネタリウム全天映画Ｃ「LIFE いのち」

■ コ ンサー ト・舞台・イ ベ ン ト

　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、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・樫本大進さんからのメッセージも
掲載しています。

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

「ル・ポン国際音楽祭2020 赤穂・姫路」中止のお知らせ

音楽監督・樫本大進さん
Ｃ Keita Osada（Ossa Mondo A＆D）
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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

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）

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～１０/ ９（金）

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」～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～～１０/２５（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★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）

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」～１２/１７（木）

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１０/１０（土）
金井　０９０‐８２１４‐９６４０無料市民ギャラリー 第２展示室１０：００～１７：００金井 立 絵画展 ９/２８（月）～ １０/ ４（日）

中井三成堂　０７９‐２８２‐１５７５無料中井三成堂画廊１０：００～１９：００★Final Exhibitions Par t Ⅶ
田中昌三コレクション 所蔵作品展 ９/３０（水）～ １０/ ５（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★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★一般作品展「現代美術楽器展」１０/ ３（土）～ １１（日）

姫路科学館　０７９‐２６７‐３００１無料姫路科学館 １階特別展示室 ９：３０～１７：００★第５６回 姫路市児童生徒科学作品展
「科学工作の部」１０/ ３（土）～ ２５（日）

見野の郷交流館　０７９‐２５２‐６６５９無料見野の郷交流館 ９：００～１７：００★企画展「郷土の土を生かした陶芸作品展」１０/ ３（土）～ １１/ ８（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
姫路文学館 講堂

１１：００～他１回●展示解説会１０/１１（日）

無料（要申込）１３：３０～１５：００●記念講演会１０/１７（土）
１３：３０～１５：００●朗読会「樋口一葉『にごりえ』」１０/３１（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）

無料県立歴史博物館 地階ホール

●れきはくアカデミー
　「仏教と女性 ― あの世とこの世 ―」１０/１０（土）

１４：００～１５：３０●講演会「史料と文学作品からみた千姫像」１０/２５（日）

１３：３０～１５：３０●館長トーク「女性史研究ってなぁに？
　― 江戸の女たちの魅力を語る ―」１０/３１（土）

平和資料館　０７９‐２９１‐２５２５無料平和資料館 ９：３０～１７：００★秋季企画展「姫路 空襲からの復興」１０/ ３（土）～ １２/２７（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心が安らぐ日本画展１０/ ５（月）～ １５（木）

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 木庭喜久男」

１０/ ５（月） 
～２０２１/ １/ ８（金）

中井三成堂　０７９‐２８２‐１５７５無料中井三成堂画廊１０：００～１９：００★Final Exhibitions Par t Ⅷ
第５回 POE M ART EX CHIBITION１０/ ７（水）～ １２（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
★

第１２回 現代作家展〈前期〉１０/１０（土）～ ２５（日）

２，０００円（要申込）１０：００～１２：００●「昔々の絵画技法フレスコ画を描こう ！ 」
　ワークショップ１０/２５（日）

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）

姫路城現代美術ビエンナーレ委員会
事務局　０９０‐２３５６‐０１３６（今里）無料市民ギャラリー 特別展示室１０：００～１７：００★鹿間厚次郎展 ― 北イタリアの景色１０/１３（火）～ １８（日）

今里　０９０‐２３５６‐０１３６無料市民ギャラリー 第１展示室１０：００～１７：００★現代アート４人展１０/１３（火）～ １８（日）
ひょうご剪画集団
０９０‐８２３４‐０４８０（尾島）無料市民ギャラリー 第３展示室１０：００～１８：００★第４回 ひょうご剪画展１０/１４（水）～ １８（日）

中井三成堂　０７９‐２８２‐１５７５無料中井三成堂画廊１０：００～１９：００★Final Exhibitions Par t Ⅸ
小田かおると仲間たち 創作展１０/１４（水）～ １９（月）

姫路市文化国際交流財団
国際交流担当　０７９‐２８２‐８９５０無料イオンタウン姫路

２階ヒマラヤ前
１０：００～２１：００★海外姉妹都市 交流写真展１０/１４（水）～ ２７（火）
１０：００～１６：００●姉妹都市クイズ１０/１８（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★秋のベゴニア展１０/１７（土）～ ２５（日）

チャーチル会姫路
０７９‐２６６‐１０３８（細見）無料市民ギャラリー 特別展示室１０：００～１７：００★チャーチル会姫路 創立６０周年記念絵画展１０/２０（火）～ ２５（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★
企画展示
「播磨の刳物師・山名秀圭生誕１００年展」１０/２４（土）～ １２/１３（日）

１１：００～他２回●展示解説会「漆芸と木工芸」１０/２５（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★
秋季特別展示「漆うるわし ― 書写塗・竹田
塗・丹波漆 ― 兵庫県下の漆」展１０/２４（土）～ １２/２４（木）

１１：００～他２回●展示解説会「漆芸と木工芸」１０/２５（日）
美路の会　０７９‐２３６‐８５６７（北）無料市民ギャラリー 第１展示室１０：００～１７：００★美路の会 絵画展１０/２７（火）～ １１/ １（日）
ひめじ写真クラブ
０８０‐５７０６‐８２３３（野村）無料市民ギャラリー 第４展示室１０：００～１７：００★２０２０合同写真展１０/２７（火）～ １１/ １（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★一般作品展「古林海月 植物沼漫画展」１０/２７（火）～１１/ ８（日）

西陣美術織全国巡回展実行委員会
０７２‐８０８‐２２２３無料市民ギャラリー 第２展示室１０：００～１７：００★西陣美術織 伊藤若冲展１０/２９（木）～ １１/ １（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肖像画の魅力１０/２９（木）～ １２/２４（木）

赫窯会　０７９‐２６６‐５１５６（原田）無料市民ギャラリー 特別展示室１０：００～１７：００★第１４回 原田隆子と赫窯会 作陶展１０/３０（金）～ １１/ １（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盆栽展１０/３１（土）～ １１/ ３（祝）

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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ラ・リ リ カ」メ ン バーが出演す る イ タリ アオペラ
と歌曲を中心とした演奏会。東京二期会の
太田 実さん（テ ノール）をゲ スト に迎え、オペ
ラ 「トスカ」 の二重唱や日本歌曲 「落葉松」
他を歌う。
■問 アミーチ・デッラ・リ リカ
　☎０７９１‐５２‐２１０３（江唐）
　
  市 民 会 館  
■大須賀ひでき フォーク コ ンサー ト
１０月２５日日１４：００～１６：００／大ホー ル／
一般４,５００円、高校生以下２,５００円
「旅は続くよどこまでも 〜今を乗り越え て」と
題した コ ンサートツアー。１９７９年にシンガーソ
ングライターとし てデビュー、ミ ュージカル「ミ
ス・サ イ ゴン」「レ・ミ ゼラブ ル」出演などで鍛
え上げられた美しい歌声と優しい語り口、優
れたギターテクニックで「明日に架け る橋」
「女ひとり」「君のふるさとは」他を歌う。

■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２

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（12月号なら10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  
■丘みどり コ ンサー ト2020 ～演魅 V ol .2～
１０月３日土１３：００～１５：００／大ホール／S席
（指定）６,６００円、A 席（当日指定）４,４００円
２００５年に 「お けさ渡り鳥」 でデビューし、 紅
白歌合戦に３年連続出場。姫路市出身の丘
みどりさんによる感動のステージを。
■問 グ ッ ドラック・プロ モーション
　☎０８６‐２１４‐３７７７
　
  キャスパホー ル  
■ コ ープ文化鑑賞会 第62回例会
ギター＆バ イオ リ ンデ ュオ＆ダン ス
１０月１７日土 ①１３：３０～１５：００②１７：３０～１９：
００／３,５００円
バイオリ ンとギターのデ ュオ「ジ ュスカ・グラ
ンペール」の情熱的かつ哀愁のある演奏と、
ダンサー金子 優さんのパフォーマンスの“静” 
と“動”の コ ン ト ラス トを楽しむ。
■問 コ ープ文化鑑賞会
　☎０８０‐１４２１‐６６７１（吉田）

■アミーチ・デッラ・リ リ カ
秋の コ ンサー ト VOL .20
１０月３１日土１３：３０～１６：２０／無料
声楽家・江唐澄江さん主宰の「アミ ーチ・デッ

　
  そ の ほ か  
■道の駅みつ・シーサイ ド コ ンサー ト
１０月３日土１３：３０～／道の駅みつ（たつの
市）／無料
遠くの家島を眺めながら、風に吹かれ て楽し
む野外 コ ンサート。播磨を拠点に活動す るひ
とつ山こえ てみよう会（フォークソン グ）、ゆん
たく（沖縄三線）、ぱらしゅ〜と部隊（アカペ
ラ）、四季彩（女性ゴ スペル）の ４ グ ループが
出演す る。雨天時は体験学習室で開催。
■問 道の駅みつ コ ンサー ト実行委員会
　☎０７９‐３２２‐２７３１（守谷）

■ 826aska Elec tone LIVE 2020
１０月１７日土１４：００～／福崎町エルデホー
ル／２,０００円（当日２,３００円）
Y ouTubeに投稿した映画「ST AR W ARS」
の演奏動画の総再生回数が １億回を突破。
圧倒的な人気を誇る ８２６ askさんが「ル パン

はちにいろく

三世のテーマ」「千本桜」、オリ ジナ ル曲「明
日へ」他を演奏す る。
■問 福崎町エルデホー ル　☎０７９０‐２３‐１６５５

　
  文化セ ンター  
■綾小路きみまろ 爆笑 ！！ ス ーパ ーライブ
～知 らない人に笑われ続 けて～
１０月１９日月１４：００～１５：００／大ホー ル／
５,８００円
■問 グ ッ ドラック・プロ モーション
　☎０８６‐２１４‐３７７７
　
  そ の ほ か  
■第六十四回 ウェルネス日曜寄席
１０月１１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）
笑福亭純瓶、笑福亭大智、笑福亭智丸の出
演で、落語３席を披露す るほか落語入門講
座も。４０名限定で開催。
■問 加古川ウェルネスパーク
　☎０７９‐４３３‐１１００

■キエフ・クラシック・バ レエ
「白鳥の湖」全2幕
１０月２１日水１８：３０～／加古川市民会館／
４,５００円
■問 加古川市民会館　☎０７９‐４２４‐５３８１

　
  イオンタウン姫路  
■海外姉妹都市 交流写真展
１０月１４日水～２７日火、１０：００～２１：００／２階
ヒマラヤ前／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。１８日日 には姉妹都市クイズを開催
（１０：００〜１６：００）し、全問正解者には財団オ
リ ジナ ル バッグをプレゼント。

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

姫路市ジ ュニアオーケ ス トラ
いよいよ活動開始

PICK UP

　姫路市文化国際交流財団芸術監督の池辺晋一郎さんが発案し、「音楽のまち・ひめ
じ」のこれからを担う人材の育成、音楽文化のさらなる発展に寄与することを目的と
した「姫路市ジュニアオーケストラ」の結団式と初練習が、文化センターリハーサル
室で8月23日に行われました。
　結団式では同財団の中元孝迪理事長が「どんな状況下においても、芸術は人の心を
動かす大切なもの。みなさんが姫路市の音楽文化の未来を担っていくことを、大いに
期待しています」と挨拶を述べ、名誉団長を務める清元秀泰姫路市長も「姫路市が取
り組む『音楽のまち・ひめじ』事業の一環として、みなさんの演奏を世界に発信した
い」と抱負を語りました。
　オーケストラには、オーディションに合格した小学4年生から24才までの39名が参
加。アドバイザーとして姫路市ヴァイオリン教室講師の藤井たみ子さん、東京フィル
ハーモニー交響楽団コンサートマスターの
三浦章宏さん、東京交響楽団首席ヴィオラ
奏者の青木篤子さんを招いており、初練習
ではルロイ・アンダーソンの「ブルータン
ゴ」の指導を受けました。
　初めての合奏ということもあり、やや緊
張した面持ちの団員も。音楽を通して人と
人とのつながりを広げ、姫路から全国、そ
して世界へ羽ばたくオーケストラへの第一
歩を踏み出しました。

以下のパートについて、団員の追加募集を行います。ぜひご応募ください。
●募集パート／ヴィオラ、チェロ、コントラバス、クラリネット、オーボエ、
　　　　　　　ファゴット、ホルン、トロンボーン、打楽器
●応 募 資 格／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、熱意をもって練習に参加できる方。
　　　　　　　※オーディションがあります
●団　　　費／入団費 5,000円、月会費 4,000円 ほか
●練　習　日／原則日曜日 13：00～16：00、月3～4回
■問 姫路市文化国際交流財団 振興課　☎079 －298－8014

東京フィルハーモニー交響楽団コンサートマスターの
三浦章宏さんから指導を受けました
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  姫路市立美術館  
■橋本関雪 ～人・動物・風景～
１０月２５日日 まで、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
　
  姫路文学館  
■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。
　
●展示解説会
１０月１１日日 ①１１：００～１２：００ ②１４：００～
１５：００／講堂／無料（定員先着８０名）
担当学芸員がみどころを解説す 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。
●朗読会「樋口一葉『にごりえ』」
１０月３１日土１３：３０～１５：００／講堂／無料
（定員５０名、１０月１５日木 までに申込※必
着）
音訳ボランテ ィアグ ループ「サーク ルさえ ず
り」による朗読を楽しむ。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■鹿間厚次郎展 − 北イ タ リ アの景色
１０月１３日火～１８日日、１０：００～１７：００／
特別展示室／無料 ※初日は１３：００～
国内外で活躍す る彫刻家・鹿間厚次郎さん
の作品展。昨年４月から ２ カ月半にわたりイタ

■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  
■特別展示
「2020年 播磨工芸美術展・併設公募展」
１０月１８日日 まで、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」による陶芸・染織・漆芸・革工芸の新
作約３０点を展示す るほか、広く募集した工
芸分野の作品を審査し、優秀作品を展示す
る公募展を開催。新人工芸作家の育成・発
掘を図る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■企画展示
「播磨の刳物師・山名秀圭生誕100年展」
１０月２４日土～１２月１３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
播磨を代表す る刳物師・市川周道の最後の
門下生だった山名秀圭さんの功績を、代表
的な木工作品で紹介す る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■秋季特別展示 「漆うるわし − 書写塗・竹田
塗・丹波漆 − 兵庫県下の漆」展
１０月２４日土～１２月２４日木、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
漆と漆器をテーマに、書写山圓教寺に伝わ
る書写塗、竹田城の麓で作られたとされる竹
田塗、貴重な国産の丹波塗など兵庫県を中
心とした「うるわしい漆」について紹介す る。

　
●展示解説会「漆芸と木工芸」
１０月２５日日・１１月３日祝、 いずれも①１１：
００～１１：３０ ②１４：００～１４：３０ ３１５：００～
１５：３０／要入館料（定員先着１５名）
２ つの展示のみどころについて、同館学芸
員が解説を行う。
●講演会 「書写山圓教寺の宝物について」
１１月８日日１４：００～１５：００／要入館料（定
員３０名、１０月２９日木 までに申込）
書写山圓教寺執事長の大樹玄承さんが
講演す る。

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

リ ア・ガエータ市で個展を開催、その際に各
地で目にした石造りの建物への感動を表し
た絵画・彫刻作品を展示す る。
■問 姫路城現代美術 ビエンナー レ委員会
　☎０９０‐２３５６‐０１３６（今里）

■現代アー ト4人展
１０月１３日火～１８日日、１０：００～１７：００／
第１展示室／無料 ※初日は１３：００～
２００８年から開催す る「姫路城現代美術ビエ
ンナーレ」 の出品者のうち、 播磨で活動す る
福本美智子さん、今里朱美さん、道下崇生
さん、森  さんが出品す る。
■問 今里　☎０９０‐２３５６‐０１３６

■第4回 ひ ょう ご剪画展
１０月１４日水～１８日日、１０：００～１８：００／
第３展示室／無料
「ひ ょう ご剪画集団」メ ン バーによる ３年ぶりの
作品展。「剪画で視る秋祭り風景」コ ーナー、
最新作など約１００点を展示す る。
■問 ひ ょう ご剪画集団
　☎０９０‐８２３４‐０４８０（尾島）

■チャーチ ル 会姫路
創立60周年記念絵画展
１０月２０日火～２５日日、１０：００～１７：００／
特別展示室／無料 ※初日は１３：００～
チャーチルの言葉「気晴らしに絵ほどいいも
のはない」をモットーに始まった同会の記念
展。 ６０周年にちなみ、 合わせて６０号になるよ
う各メ ン バーが出品す る。
■問 チャーチル会姫路
　☎０７９‐２６６‐１０３８（細見）

■美路の会 絵画展
１０月２７日火～１１月１日日、１０：００～１７：００／
第１展示室／無料 ※初日は１３：００～
好古学園大学校美術A科３６期生による、１３
回目の作品展。油彩画を中心に展示す る。
■問 美路の会　☎０７９‐２３６‐８５６７（北）

■ 2020合同写真展
１０月２７日火～１１月１日日、１０：００～１７：００／
第４展示室／無料 ※初日は１２：００～
定時喜信さんが指導す る市内の３団体（ひ
めじ写真クラブ 、全日写連ひめ はな、写団ど
ろんこ）の合同写真展。
■問 ひめ じ写真クラブ
　☎０８０‐５７０６‐８２３３（野村）

■西陣美術織 伊藤若冲展
１０月２９日木～１１月１日日、１０：００～１７：００／
第２展示室／無料 ※初日は１２：００～
江戸中期の絵師・伊藤若沖の絵を伝統工
芸の西陣織で再現した作品を展示す る。
■問 西陣美術織全国巡回展実行委員会
　☎０７２‐８０８‐２２２３

■第1 4回 原田隆子と赫窯会作陶展
１０月３０日金～１１月１日日、１０：００～１７：００／
特別展示室／無料
「赫窯会」を主宰す る原田隆子さんと会員１１
名が個性あふれる作品約１００点を展示す る。 
■問 赫窯会　☎０７９‐２６６‐５１５６（原田）

  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紹介す る ほ

鑑　賞
しま し た

おおかみさんの楽器紹介がおもしろかったです 。それぞれの楽器がよくわかってよかった。（太子町 匿名）　日常では味わえない音・声・空間でよかった ！ （姫路市 匿名）
知っ ている音楽、 知っ ているス トー リ ーで、 内容も時間もちょうど よかった。 0 才からのコ ンサー ト、 ど んど ん増やし てください。（姫路市 匿名）　子ども（8才）は初めてのオペラで したが、 とても興味深そうに楽 しん でいました。（姫路市 匿名）　子ど
もが音楽や楽器に興味がある時期だったので、 楽 しめました。（姫路市 匿名）　オペラの歌声と楽器の演奏、 演劇との組み合わせが子ど もでも楽 しめる内容でした。 間引き席のため、 ゆったり した気持ちでみることができました。（姫路市 Y・Mさん）

こ ど もオペラ「3匹のこぶた」（8/21 ）

明治時代の竹田椀と引札（個人蔵）

《富士五湖》（右隻）1935年
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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
　
  中井三成堂画廊  
■ Final E xhibi t ions Par t Ⅶ
田中昌三 コ レクション 所蔵作品展
９月３０日水～１０月５日月、１０：００～１９：００／
無料
小磯良平、上村松園、岸田劉生など、姫路
市在住の美術愛好家・田中昌三さんが所
蔵する作品１４点を展示す る。
■問 中井三成堂　☎０７９‐２８２‐１５７５

■ Final E xhibi t ions Par t Ⅷ
第5回 POE M ART E XCHIBITION
１０月７日水～１２日月、１０：００～１９：００／無料
姫路市在住の小松利香子さんが「輝く命 子
供たち」「感謝」をテーマに日本画などの作
品を展示す る。
■問 中井三成堂　☎０７９‐２８２‐１５７５

■ Final E xhibi t ions Par t Ⅸ
小田かおると仲間たち 創作展
１０月１４日水～１９日月、１０：００～１９：００／
無料
洋画家の小田かおるさんと、若い作家を含
めた創作仲間による作品発表会。
■問 中井三成堂　☎０７９‐２８２‐１５７５
　
  ギャラ リ ー ルネッサン ス・ス クエア  
■第1 2回 現代作家展〈前期〉
１０月１０日土～２５日日、１０：００～１８：００／
無料
国内外で活動す る作家が一堂に会し て新
作・近作を発表す る ３年に １度の展覧会。前
期は２３名の作家が日本画・洋画・彫刻・工
芸作品を出品す る。
●「昔々の絵画技法フ レスコ 画を描こう ！ 」
ワークショップ
１０月２５日日１０：００～１２：００／２,０００円（定
員２０名、１０月１８日日 までに申込※定員
に満たない場合は申込期間を延長）
塗った漆喰が乾ききる前に、水だけで溶い
た顔料を染み込ませて描く昔の絵画技法
を体験す る。子どもは保護者同伴で参加
可。水彩道具を持参。

■問 ルネッサンス・スクエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２

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。
●れき はくアカ デミー
　「仏教と女性 ― あの世とこの世 ―」
１０月１０日土１４：００～１５：３０／地階ホー ル
／無料（定員先着５０名）
同館学芸員の藁科宥美さんが研究結果
を発表す る。
●講演会
　「史料と文学作品からみた千姫像」
１０月２５日日１４：００～１５：３０／地階ホール
／無料（先着５０名）
姫路文学館学芸課長の甲斐史子さんが
講演す る。
●館長 トーク「女性史研究ってなぁに？
　― 江戸の女たちの魅力を語る ―」
１０月３１日土１３：３０～１５：３０／地階ホール
／無料（先着５０名）
岡山大学大学院社会文化科学研究科客
員研究員の沢山美果子さん、桂文庫主
宰で近世女性史研究家の柴 桂子さん、
上智大学国際教養学部教授のベテ ィー
ナ・グラムリ ヒ＝オカさんをゲ ストに迎える。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
　
  平和資料館  
■秋季企画展「姫路 空襲からの復興」
１０月３日土～１２月２７日日、９：３０～１７：００／
２階多目的展示室／無料
空襲により大きな被害を受けた姫路のまちの
復興の様子がうかがえる資料を展示す る。
■問 平和資料館　☎０７９‐２９１‐２５２５
　
  市 役 所  
■市民 ロ ビ ー展示
「姫路市展ゆかりの巨匠 木庭喜久男」
１０月５日月～２０２１年１月８日金、８：３５～１７：
２０／無料
昭和２２年（１９４７）に姫路城で開催された姫
路市美術展洋画部門で第二席を取り、国内
外で活躍した木庭喜久男さんが同３４年
（１９５９）に描いた油彩作品を展示する。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８
　
  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

か、令和元年度の主な調査成果速報も。
●展示解説
１０月１０日土 ①１０：３０～１１：３０ ②１３：３０～
１４：３０／無料（各回先着２０名）
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  
■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

■一般作品展「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
サボテンや多肉植物が並ぶ小温室を会場
に、創作楽器約３０点を展示する。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■秋のベ ゴ ニア展
１０月１７日土～２５日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
約５０種１５０点のベ ゴ ニアを展示。１７日土・１８
日日 には抽選で各日５０名に苗をプレゼント
す るほか、展示説明会（１１：００～）も。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■一般作品展「古林海月 植物沼漫画展」
１０月２７日火～１１月８日日、９：００～１７：００／
一般２１０円、６才～中学生１００円
姫路市在住の漫画家・古林海月さんが植
物のマニアックな世界（沼）にど っぷりハマっ
た様子がわかる漫画などを展示す るほか、
種苗のプレゼントも。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００
　
  姫路科学館  
■第56回 姫路市児童生徒科学作品展
「科学工作の部」
１０月３日土～２５日日、９：３０～１７：００／１階特
別展示室／無料
夏休みに児童・生徒が工夫し取り組んだ科
学工作作品を展示す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
　
  見野の郷交流館  
■企画展「郷土の土を生かした陶芸作品展」
１０月３日土～１１月８日日、９：００～１７：００／
無料
郷土の土を用いて制作す る陶芸家・西山宗
滴さんの作品を展示す る。
■問 見野の郷交流館　☎０７９‐２５２‐６６５９
　
  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

鑑　賞
しま し た

コ ロナ禍以降、 初めてのコ ンサー トです 。 やっ ぱり生はいいです 。 演奏者の息づかいが感 じられる熱演でした。（姫路市 匿名）　間引き配席の人数と適度
な残響が相まって美 しい響きになり、 このホー ルの良さが味わえま した。（姫路市 匿名）　あまり表舞台 に立つことのないヴ ィオラの音色を堪能できたことが一番うれしかったです 。（姫路市 匿名）　ロ ッラのデ ュオ・コ ンチェルタンテを初めて
聴きましたが、 一番聴きごたえがあったと思います 。 ブラボー ！！（相生市 匿名）　繊細かつ情熱的で美 しい極上の音色 に心奪われ幸せなひとときで した。（姫路市 匿名）　入場料が安すぎると思えたコ ンサー トでした。（たつの市 T・J さん）

三浦章宏＆青木篤子 デ ュオコ ンサー ト（8/22）

　舞台芸術や茶華道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
症の影響により、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

「姫路市民文化祭」「こころの祭 姫路」中止のお知らせ
P I C K  U P

Title:P06-10.eca Page:4  Date: 2020/09/09 Wed 11:14:45 



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。

　
  文化セ ンター  
■映画上映会「一粒の麦 荻野吟子の生涯」
１０月２３日金 ①１０：３０～１１：５０②１４：００～１５：
５０／小ホー ル／１,２００円（当日１,５００円）
男尊女卑の激しい明治時代に日本初の女
医になり、女性解放運動にも力を注いだ荻野
吟子の生涯を描いた作品を上映す る。若村
麻由美、山本耕史 他の出演。各上映前に
は山田火砂子監督による舞台挨拶も予定。
■問 良い映画を観る会　☎０３‐５３３２‐３９９１
　
  パ ル ナソスホー ル  
■チェン バ ロ 講座「1日体験」（観覧）
１０月１８日日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
　
  書写の里・美術工芸館  
■伝統工芸体験講座
「姫路こま製作体験教室」
１０月１４日水①１０：００～１２：３０②１３：３０～１６：
００／工芸工房／３,０００円（定員各２名、１０月
５日月 までに申込）
１８才以上対象。姫路こま職人の村岡正樹さ
んの指導で、木工ろくろの使い方を学びなが
ら ミ ズ メ ザ クラを削り、姫路こまを作る。
■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
「火星接近」
１０月１日木～３１日土、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

※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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イ ベ ン ト E vent
２年ぶりに地球に接近す る火星の素顔を紹
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」
１１月３０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
命が宿る惑星が誕生した過程をたど るサイ
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
　
  市立手柄山温室植物園  
■アロ マ イ ベ ン ト
１０月１０日土・２１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
　
  市民会館 中会議室  
■サイエンスカ フェ は り ま
「鉄の科学（1）」：日本刀
●楽 しく考える会「科学と日本刀」
１０月３１日土１０：３０～１２：００／９９５円（定員
先着３０名、前日までに要申込）
姫路市在住の刀匠・明珍宗裕さんを迎え
て「日本刀の詳細観察」、「匠が科学に期
待す る事」 を聞くほか、 サ イエン スカフ ェはり
まメ ン バーによる「日本刀と玉鋼の科学」
を。

●詳 しく知る会「玉鋼の刀」
１０月３１日土１３：００～１５：１５／９９５円（定員
先着９０名、前日までに要申込）
同メ ン バーによる「宇宙と鉄と人間：鉄の
不思議」、 明珍宗裕さんによる 「日本刀の
心と技」 のほか、 銘切見学、 日本刀鑑賞
などを。
■問 サイエンスカフェ は り ま
　science.cafe.harima＠gmail .com

■キャスパシア タープロ ジ ェク ト
～U‐ 25が挑戦す る、 新 しい演劇のカタチ～
募集締切：１２月１０日木※必着／参加費月
額１,０００円
「演劇製作を通し て成長す る場（機会）とす
る」「文化に触れる機会を創りだし、当地の
文化を担う人材を育成す る」との趣旨で開
催してきた「高校生による演劇公演」の後継
企画を、 参加可能年令枠を拡大し実施。 配
役オーデ ィションを経て作品を製作（Zoomで
のオンライ ンレッスンおよび市内各所で稽古）
し、来年３月２７日土・２８日日 に発表す る。
■問 キャスパホー ル　☎０７９‐２８４‐５８０６
■国際理解映画上映会＆ミニ講座
１１月１日日１３：３０～１６：００／あいめっせホー 
ル ／無料／定員１００名／１０月１日木 締切※
消印有効
家族が決めた早すぎる結婚から逃れ、歌手
になる夢を叶えるために奮闘す るアフガ ニス
タン難民の少女を描いた映画「ソニータ」を
鑑賞。上映前にはアフガ ニスタンへの義肢支
援活動を長年にわたり行っている講師による
ミ ニ講座で理解を深める。
■問 姫路市文化国際交流財団
　国際交流担当　☎０７９‐２８２‐８９５０

■2020年 播磨工芸美術展併設
「 リ レー工芸教室」
●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
■2020年 播磨工芸教室
●陶芸教室３「ク リス マスツ リ ーを作る。」
１１月６日金１０：００～１２：００／講師：山本喜
容子さ ん （陶芸家） ／１,５００円／定員１０名
／１０月２８日水 までに申込

●革工芸教室１「トー トバッグを作る。」（２
　日コース） １１月７日土・２１日土、いずれも
１０：００～１５：００／講師：米田敬子さん（革
工芸作家）／６,０００円／定員１０名／１０月
２９日木 までに申込
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■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２０名／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

鑑　賞
しま し た

ひさしぶりに能を観ることができ、 良かったです 。（姫路市 S・Kさん）　迫力があって面白かった。 総合芸術だと思った。 これからも続 けて観ます 。（姫路市 I・Kさん）　仕舞が素晴
ら しかったです 。（姫路市 H・Yさん）　生の舞台 は、 や はり良い。（匿名）　初め ての鑑賞です 。 日本人の心をありがたく思います 。（匿名）　し ば し別世界 にいるような時間をいただき、 ありがとう ございました。（匿名）　地元から近
いところで、素晴ら しい舞台を拝見できて有難いです 。このような機会を設 けていただけて嬉 しいです 。（匿名）　みごたえがあり、素晴ら しかったです 。事前の「能さい しょの一歩」もわかりやすい説明で良かったです 。（匿名）

第27回 キャ スパ能（8/23）

PICK UP 「ア ク リエひめ じ」に決定 しま し た

下記の日程で利用者説明会を開催。詳細はホームページなどでご確認ください。
10月21日水 ①19：00～、31日土 ②10：00～ ③13：30～／あいめっせホール
／定員 各120名（要申込）
■問 文化コンベンションセンター開設準備室
　☎079‐255‐8854　F A X 079‐278‐3725　ht tps:/ /www.hime ji - ccc.jp/

施設の概要

姫路市神屋町143‐2（姫路駅から東へ徒歩約10分）所 在 地
大ホール：2010席、中ホール：693席、小ホール：164席ホ ー ル
メインスタジオ：1室、大：1室、中：2室、小：3室ス タ ジ オ
屋内：約4,000㎡、屋外：約1,600㎡展 示 場
大：3室、中：5室、小：2室会 議 室
駐車場：約400台、駐輪場：約200台そ の 他

　来年9月に開館予定の姫路市文化コンベン
ションセンターの愛称が「アクリエひめじ」
に決定しました。「アクリエ」には「未来へ
続く、新しい創造の架け橋となる場所に」と
の想いが込められています。
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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。

募集

■歴史の旅
「壇場山古墳と御着駅周辺の名所を訪ねる」 
１１月１３日金／実費＋保険料（１００円）／定
員２０名／ １０月２日金から１６日金までに申込 
同館学芸員の鈴木敬二さんが歴史の舞台
へ案内す 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

■市民で作ろう お んがくのまち
「歌で繋がろう ！  ド レミの歌」
募集締切：１０月１２日月／参加費３,０００円／
定員５０名（メールで申込）
音楽が好きな小学生から高齢者まで、広い
年代を募集。１１月から来年２月にかけて約５
回練習し、CDを制作す るほかY ouTube配
信を行い、状況によっては ３月に姫路駅前広
場で成果を発表す る。
■問 ほの ぼのさん
　npohonobono＠gmail .com（澤崎）

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
植物や自然、季節に関す る制作物を募集。
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、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感染症の影響により、

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。

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10月14日（水）10月12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

2021年
 2月27日（土）
14：00～

パルナソス アフタヌーンコンサート
冬の恋人の日に捧げる歌10月15日（木）10月13日（火）

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

■ 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。

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

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

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 ～社会派ミステリー特集～

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～

発売中の前売券

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 1 0月号
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■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

長田真実

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  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。

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）

米朝一門による人気落語会

桂団朝桂塩鯛

■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年秋号（117
号）が、県内主要書店で好評発売中です。
　今号の特集は「はりまの紅葉」で、編集
委員が昨年秋に紅葉の名所を訪ねてルポ風
にまとめた「はりまで紅葉狩り」がその中
心。歴史や人物なども取り上げながら、姫
路城西御屋敷跡庭園 好古園や書写山圓教
寺、宍粟市の最上公園もみじ山、赤西渓谷、
三木市の祝融山慈眼寺、神戸市西区の三身
山太山寺などを紹介。尾崎織女さんの「秋
の野遊び、あれこれ」や、家永善文さんの
「秋を彩る『もみじ』たち」などの読み物も掲載しています。
　特集以外にも中元孝迪編集長の「播磨史新評伝 白皙の守護神 ― 池
田輝政（最終回）」、井上ミノルさんの「ドキドキ播磨国風土記 第7回
古墳」など、読み応えたっぷり。ぜひお近くの書店でお買い求めくだ
さい。

バ ンカル 2020 年秋号（1 17号）
特集「はりまの紅葉」好評発売中！

PICK UP

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8014

　
№ 224 私のお気に入り ～愛の調べ～

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、10月2日（金）までにパルナソスホールへ電話で申込）
●6月13日（土）から公演日延期となりました。

田口友子稲本愛歌

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

※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。

出演／横山愛沙美（ピアノ）
プログラム／リスト：愛の夢
　　　　　　ブラームス：ワルツ第15番（愛のワルツ）
　　　　　　ドビュッシー：月の光 他

11月14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、10月5日（月）から11月13日（金）までに
パルナソスホールへ電話で申込） 横山愛沙美

愛にまつわるピアノの名曲

「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.403文化情報 姫路 1 0月号
2020 年 9月30日発行（毎月1回月末発行）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、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17回 ～身も心も温まるこの洋楽～

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

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。

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

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

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／
　ハチャトゥリアン：剣の舞
　L．アンダーソン：クリスマス・フェスティバル 他
※同日11：30～「打楽器とあそぼう ！  0歳からのクリス
　マスコンサート」も開催します（要申込）。

■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）］

オルガンと打楽器で心躍るクリスマスを

牧野美沙長田真実

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。

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
　J．S．バッハ： 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）］

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

オ ルガンレクチャー & ミ ニ コ ンサー ト
パ ルナソ スの女王 ～オ ルガンに会いに行こう～

0才から入場可。お話と演奏を交えながら、パイプオルガンに
ついて楽しく紹介します。お子さまと一緒にご参加ください。
出演／お話・演奏　長田真実（パルナソスホールオルガニスト）
　　　パルナソスホールスタッフ
プログラム／
　エルガー：威風堂々
　栗原正己：小組曲「ピタゴラスイッチ」
　J．シュトラウス1世：ラデツキー行進曲 他

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

11月29日（日） 14：00～／パルナソスホール／一般 500円、高校生以
下 無料（全席指定、前日までに要申込。パルナソスホールのみで販売）
※10月9日（金） 発売開始［友の会 10月7日（水）］
●8月30日（日）から公演日延期となりました。

楽器の女王“パイプオルガン”の秘密を探ろう ♪

オルガンちゃん

パ ルナソ ス アフタヌーン コ ンサー ト
冬の恋人の日に捧 げ る歌

出演／坂口裕子（ソプラノ）
　　　今岡淑子（ピアノ）
プログラム／
　J．シュトラウス2世：春の声
　グノー：オペラ「ロミオとジュリエット」
　　　　　より“私は夢に生きたい”他

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

2021年2月27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。
※10月15日（木） 発売開始［友の会 10月13日（火）］

贅沢な午後のひととき

今岡淑子

名画鑑賞会
～社会派 ミステ リ ー特集～

文化センター最後の名画鑑賞会 ！

「張込み」

坂口裕子
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