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のイ・ビョンホン。大ファンだという運営委員の一人は
「ピシッとスーツを着てアクションが素晴らしくて、とい
う若い頃のイメージが強く、歳をとるとどうなるのか心配
していた。今年５０歳。落ちぶれた元プロボクサーを演じる
彼をみて、いい役者さんになったなあ、と惚れ直しました」
と話します。
　来年１月下旬の第１４３回例会は、２０世紀に活躍した女性
指揮者の半生を描いた「レディ・マエストロ」を予定。入
会は事前申し込みが原則ですが、当日入会もできます。同
委員の内海知香子さんは「ちょっと早めに、余裕をもって
お越しいただければ。ここは映画を通して人々がゆるやか
につながれる場所。わたしたちは『スクリーンの上の広場』
と呼んでいます。映画が好きで、継続していろいろな作品
を観てみようと思われるなら、ぜひお仲間に」と呼びかけ
ています。
　自粛期間を経て、スクリーンで鑑賞する魅力を改めて感
じたという同委員の竹中啓二さん。「日常を離れ、暗闇のな
かに身を置く。家で観るのとは、作品に向かう覚悟も集中
力も違う。映画はそもそもスクリーンに映すためにつくら
れていて、風景や背景、俳優の表情など、小さな画面では
見落としたり見逃したりする部分が必ずある。絵画作品を
図録ではなく美術館で観る、音楽をC Dでなくライブ会場
で聴く、それと同じことが映画にも言えると思うんです。
東京で観られる作品数を１００とすれば、神戸が４分の１、
姫路はそれ以下。良い映画を大きなスクリーンで観られる
機会を、これからも姫路で提供していきたい」と話してい
ます。

※第１４２回例会の詳細は８ページをご覧ください。　

■問 姫路シネマクラブ　☎０７９‐２８１‐８００７

　姫路地域の映画愛好者によって１９９７年に設立された「姫
路シネマクラブ」は全国でも珍しい会員制の非営利団体で、
入会金と会費を納めると２カ月に１回の例会（上映会）に
参加できます。会員有志の運営委員が新聞や雑誌などで紹
介されながらも市内の映画館では上映されない名作を求め
て大阪や神戸などの映画館へ足を運び、製作地域が偏らな
いよう配慮しながら例会作品を選定しています。
　このたびのコロナ禍で３月例会は延期し、５月例会は設
立以降初めての中止に。しかし６月には、３月に予定して
いた「神宮希林 わたしの神様」を上映しました。「会員制
なので参加者が特定されていることや、参加者が集中しが
ちな回を避けてもらうよう会報で個別に案内できたことな
どが、早く再開できた理由かも」と事務局の奥村由佳子さ
んは話します。
　座席数を減らすために通常は２日間の例会を３日間に広
げたほか、受付担当者はフェイスシールドを着用し、参加
者には検温とマスク着用を依頼。上映中は扉を開放、舞台
上で行っていた上映前の挨拶は舞台袖からのアナウンスに
とどめ、会場のあちこちに消毒液を配置。「こんなときに」
という意見も「不謹慎」という中傷もなく、参加率が大き
く下がることもなく、「ここまで対策をとってくださるな
ら安心。ご苦労さま」という声が多く届けられたといいま
す。
　さらに、アンケートの記入が急増。それまでは参加者の
１割程度で、それでも他の映画サークルに比べて多かった
そうですが、万が一の時のために記名を依頼したところ５
割以上の方がなんらかの感想を記入するように。多くの評
価が受けられるようになったことは不幸中の幸いだと話し
ます。
　１１月には第１４２回例会「それだけが、僕の世界」を３日間
にわたりキャスパホールで開催します。主演は韓流スター

日常を離れ、
ス ク リ ーンの上の広場へ

姫路シ ネ マ クラブ
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書写の里・美術工芸館で
「漆うるわし展」が開催中
　書写の里・美術工芸
館で「漆うるわし ―書
写塗・竹田塗・丹波漆
―兵庫県下の漆」が開
かれています。
　英語で「チャイナ」
といえば陶磁器のこと
を、「ジャパン」といえ
ば漆器のことを指すに
もかかわらず、原料の
漆の９８％が外国産で、
作品が高価であること

もあって、私たちから遠い存在になっている漆器や漆工芸。  
そこで、  「日本の伝統文化を守る意味でも、漆・漆芸の歴史や
製法、現状について、知られざる兵庫県下の漆を通してご一
緒に学びましょう」というのが本展のコンセプトだと、同館
学芸員の岡崎美穂さんは話します。
　展示は概ね、以下の３つのコーナーに分かれ、寺院に伝わ
る仏具や漆器、漆掻きの道具などの現物や、漆掻きの作業や
漆の四季を映し出した写真、発掘資料パネルなど約１００点の
資料で構成されています。
　書写塗……羽柴秀吉の軍勢に敗れた紀州根来寺の僧侶らが
書写山圓教寺に逃れて、その技術をもたらしたと考えられて
おり、黒漆の上に朱漆を重ね塗り、使うにつれ摩耗した風合

いが愛でられる漆器です。圓教寺や圓教寺開祖の性空上人が
晩年を過ごした通宝山弥勒寺（夢前町）に伝わる書写塗椀や
汁椀箱などに加え、圓教寺に残る仏具の 磬  架 などを展示して

けい か

います。
　竹田塗……「天空の城」として名高い竹田城がある朝来市
和田山町竹田地区で生産された漆器で、龍野から移り最後の
城主となった赤松広秀が生産を奨励したのが始まりといいま
す。  現在では書写塗同様  「幻の漆器」
と呼ばれ、地元の竹田塗研究保存会
が実態解明に取り組んでいます。赤
松広秀公の竹田塗の膳一式（法樹寺
蔵）や明治時代の竹田椀と引札（宣
伝チラシ）などを展示しています。
　丹波漆……京都府福知山市夜久野
町で奈良時代から生産され、竹田塗
にも用いられたとされる漆。丹波漆
の漆掻職人が漆の木から漆の樹液を
採取する「漆掻き」の工程の写真紹
介や、職人の岡本嘉明さんが実際に
使用している道具などを展示してい
ます。

※詳細は６ページをご覧ください。

■問 書写の里・美術工芸館　☎ 079‐267‐0301

磬架（書写山圓教寺蔵）

最後の竹田城主・赤松広秀公
の所有膳一式（供養塔のある
見星山法樹寺蔵）

県立歴史博物館で
特別展「女たちのひ ょう ご」も

　県立歴史博物館では特別展「女たちのひょうご ― 千姫か
ら緒方八重まで―」が開かれています。
　江戸時代の女性たちは何を考え、どのように生きたのか、
千姫や田ステ女などの著名な人物から商家や庄屋の女性ま
で、“ひょうご”ゆかりの女たちを多数取り上げながら、江戸
時代の女性の多様な生き方を考えようという趣旨の展覧会
で、ときに悩みながらも力強く生きた女たちの姿からパワー
がもらえる内容になっています。
　４章で構成されており、  第１章が  「女性へのまなざし」。  双
六や女性向けの教訓書『女大学』、錦絵、染織品・工芸品など
から、当時の女性たちにどのようなまなざしが注がれ、何が
求められていたのかを考える章で、但馬の旧家に伝わる髪飾
り「秋草に燕文様蒔絵櫛・ 笄 」（同館蔵）などを展示していま

こうがい

す。
　第２章は「翻弄される女たち」で、約１０年にわたる穏やか

な日々を姫路で過ごした千姫や、大石内蔵助の妻りくら、時
代に翻弄された女性たちの生きざまをそれぞれの遺品から紹
介するもので、「千姫姿絵」（常総市 弘経寺蔵）、「それん母
（大石りく）書状」（赤穂市 如来寺蔵）ほかを展示しています。
　第３章は「表現する女たち」で、優れた俳諧を残しながら
仏の道に入った田ステ女ら、絵画や
俳諧、刺繍など様々な方法でその想
いを表現した女性たちの作品を通し
て、当時の女性たちのどのような思
いが込められていたかを探る内容で
す。「絹本着色田捨女画像」（部分 個
人蔵）ほかを展示。
　最後の第４章は「『家』と生きる女
たち」で、家の存続と継承を第一と
する女性たちが、日常生活の中でど
のようなことを考え、何に価値を見
出して生きていたかを、女性が使っ
ていた道具や手紙から考える章で、
たつの市揖保川町に古くから続く庄
屋・永富家の順という女性の書状
（部分）などを展示しています。

※詳細は８ページをご覧ください。

■問 県立歴史博物館　☎ 079‐288‐9011

千姫姿絵 江戸時代 弘経寺（茨城県常総市）蔵 常総市指定文化財
※後期展示（11月3日～23日）、前期は複製を展示

三木翠山画
「絹本着色田捨女画像」（部分）

近代 個人蔵
丹波市立柏原歴史民俗資料館・

田ステ女記念館寄託
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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。

　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

※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

バスティンピアノコンクール神戸姫路
事務局　０９０‐４３０５‐８１０４（柿沼）無料キャスパホール１０：００～１７：００第１１回 バスティンピアノコンクール姫路地区大会１（日）

兵庫県高等学校文化連盟合唱部門
西播地区
０７９‐２８５‐１１６６（県立姫路東高校）

無料パルナソスホール１３：３０～１５：３０第７２回 西播高校音楽祭１（日）

西播中学高校器楽連盟
０７９０‐２２‐１２００（県立福崎高校）無料パルナソスホール１３：００～１６：００西播中学高校器楽連盟 定期演奏会３（祝）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００★森をまるごと楽しもう５（木）

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１回

★姫路シネマクラブ 第１４２回例会「それだけが、僕の世界」

１１（水）

１１：００～他３回１３（金）

１１：００～他１回１４（土）

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 № ２２４
私のお気に入り ～愛の調べ～１４（土）

東北復興支援プロジェクト委員会
０９０‐６６７５‐０３３２（淺田）無料市民ギャラリー

アートホール１８：００～２０：００★第９回 東北復興支援プロジェクト・心のコンサート
～上映会～１４（土）

姫路弦の会　０９０‐６７３３‐６１６１（藤井）無料パルナソスホール１４：００～１６：００★姫路弦の会 第３０回ストリングコンサート１５（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（水）

三星会事務局
sanseikai１＠yahoo.co.jp入園料 ３１０円（要申込）好古園１３：３０～★令和２年度　三星会例会①

「姫路城西御屋敷跡庭園 好古園 案内会」２１（土）

キャスパホール　０７９‐２８４‐５８０６完売キャスパホール１４：００～１６：００第２９回 キャスパ寄席２１（土）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０２，０００円（要申込）自然観察の森 ９：３０～他３回★ロープで木登り ～ツリーイング～２２（日）

姫路交響楽団　０７９‐２９７‐７６３８（山本）無料（要申込）文化センター 大ホール１４：００～１５：１５★姫路交響楽団 第８４回定期演奏会２２（日）

七転八倒 まだまだこれからコンサート
０７９‐２２８‐０２８２（石野）無料市民ギャラリー

アートホール１４：００～１６：００★七転八倒 まだまだこれからコンサート２２（日）

九雀寄席実行委員会
０７９‐２９０‐５５２２（姫路労音内）

一　 般 １，８００円
（当　日 ２，０００円）
高・大生 １，０００円
小・中生　 ５００円

市民ギャラリー
アートホール１４：００～第１０８回 九雀寄席 ～桂九雀一門会～２３（祝）

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２８（土）

サークルさえずり　０７９‐２８９‐４８８７無料姫路文学館 講堂１３：３０～１５：００★朗読会「おせいさんを偲んで」２８（土）

朗読いずみウェスト　０７９‐２９４‐０２２０無料キャスパホール１４：００～１６：００★朗読劇「苦労判官大変記」２８（土）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０５００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００★クリスマスのリースをつくろう２９（日）

ひめじあかり実行委員会
０７９‐２２６‐１２２１無料文化センター 他１０：００～１９：００★第３回 姫音祭 ～姫路ミュージック＆ダンスフェス～２９（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１３：００～他１回★The ４ Pl ayers Tokyo２９（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１４：００～１４：５０★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～２９（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「アンドロメダ」１（日） 
～３０（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「いのちの星の作り方」～３０（月）

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
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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
姫路市文化国際交流財団
国際交流担当　０７９‐２８２‐８９５０無料イーグレひめじ

１階イベントスペース ９：００～２１：００★「わたしの国際交流」写真展～１１/ ４（水）

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」～１１/ ８（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」～１１/ ８（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～１１/１５（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★生き物たちのいぶき～１１/１５（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」～１１/２３（祝）

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 ―」～１１/２３（祝）

３００円県立歴史博物館 地階ホール１４：００～１５：３０●歴史講演会「自若として驚かず ～巨大商社
　鈴木商店の女主人 鈴木よねの生涯～」１１/２２（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」～１２/１３（日）

１１：００～他２回●展示解説会「漆芸と木工芸」１１/ ３（祝）

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）

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～１２/２４（木）

１１：００～他２回●展示解説会「漆芸と木工芸」１１/ ３（祝）

要入館料（要申込）書写の里・美術工芸館１４：００～１５：００
●講演会「書写山圓教寺の宝物について」１１/ ８（日）
●講演会「城下町竹田の漆器と暮らし」１１/２１（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」～１２/２７（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 木庭喜久男」～２０２１/ １/ ８（金）

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）

１３：３０～１５：００●講座「調査員が語る“ TSUBOHORI
　― 発掘調査展２０２０ ―”」１１/２３（祝）

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
初日は１３：００～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

初日は１２：００～２０２０合同写真展１０/２７（火） ～１１/ １（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

初日は１２：００～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
「調査研究の部」１０/３１（土） ～１１/２２（日）

青葉文化倶楽部　０７９‐２６４‐６９９５（吉田）無料市民ギャラリー 第１展示室 ９：３０～１７：００★峡雲書作展１１/ ３（祝）～ ８（日）
フォトカルチャー「風」
０７９‐３３６‐３２８３（清水）無料市民ギャラリー 第４展示室１０：００～１７：００★フォトカルチャー「風」写真展１１/ ３（祝）～ ８（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

★

第１２回 現代作家展〈後期〉１１/ ７（土）～ ２２（日）

２，０００円（要申込）
１０：００～１２：００

●「金属でモビールを作ろう ！ 」
　ワークショップ１１/１５（日）

２，０００円（要申込）●「オリジナルカエルTシャツを作ろう ！ 」
　ワークショップ１１/２２（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★世界のクリスマス
～ドイツのクリスマス飾りを中心に～

１１/ ７（土）
～２０２１/ １/１７（日）

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

１階ミスタードーナツ前
 ９：００～２２：００

★
フェニックス写真展１１/ ９（月）～ １５（日）

１０：００～１６：００●クラフト教室１１/１４（土）・１５（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鳥獣戯画展、甲巻・乙巻１１/１０（火）～ １５（日）

兵庫県高等学校文化連盟
美術・工芸部門
０７９‐４２４‐２４００（県立加古川西高校）

無料市民ギャラリー
特別・第１・第２・第３・第４展示室 ９：００～１７：００★第４４回 兵庫県高等学校総合文化祭

美術・工芸部門展１１/１２（木）～ １５（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秋の洋ラン展１１/１４（土）～ ２３（祝）
１１：００～●展示説明会１１/１５（日）・２２（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 ２号館１０：００～１７：００★牛のおもちゃ１１/１４（土）
～２０２１/ ２/１６（火）

ギンエーフォトサロン
０７９‐２８８‐３３０７（伊藤）無料市民ギャラリー 第４展示室１０：００～１７：００★２０２０ エンジョイフォト作品展１１/１７（火）～ ２２（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★染付 ― 麗しの青 ― ／ 冬の風景 そして春へ１１/１８（水）
～２０２１/ ２/２８（日）

三人展　０７９‐２９３‐１０７６（真鍋）無料市民ギャラリー 第３展示室１０：００～１７：００★第２回 三人展１１/１９（木）～ ２２（日）
岩井　０９０‐５０１９‐０３２０無料市民ギャラリー 第２展示室１０：００～１７：００★教師二人展２０２０１１/２１（土）～ ２３（祝）

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
★

シクラメン展１１/２８（土） ～１２/２４（木）
１１：００～●展示説明会１１/２９（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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トロイメ ライ 他。
■問 七転八倒 まだまだこれから コ ンサー ト
　☎０７９‐２２８‐０２８２（石野）
　
  そ の ほ か  
■星屑スキャッ ト TOUR 2020「色、色々」
１１月７日土１８：００～／赤とん ぼ文化ホー ル
（たつの市）／７,０００円
ミッツ・マングローブ、ギャランティーク和恵、メ
イリー・ムーの３人により結成され、新宿２丁目
を中心とす る活動を経て２０１２年にメジャーデ
ビュー。時代やジャンルを超えた幅広い楽曲
を、個性豊かな歌声と洗練されたハーモニー
で魅せる。
■問 赤とん ぼ文化ホー ル　☎０７９１‐６３‐１３２２

　
  文化セ ンター 他  
■第3回 姫音祭
～姫路ミ ュージック＆ダンス フェス～
１１月２９日日１０：００～１９：００／文化センター
大ホー ル、市民会館 ほか／無料
姫路で活動す る演奏者、ダンサーを主とし
た６０団体が出演す る市民参加型の音楽イ
ベント。 市内約１０カ所を会場に、 ライブやダン
スパフォーマン スを繰り広げ る。当日はY ou
Tubeでライ ブ配信も。
■問 ひめ じあかり 実行委員会
　☎０７９‐２２６‐１２２１
　
  キャスパホー ル  
■朗読劇「苦労判官大変記」
１１月２８日土１４：００～１６：００／無料
源義経と弁慶、２人の出会いから奥州平泉
での別れまでを描いた清水義範『苦労判官
大変記』を笙野 泉さんの演出で上演す る。
■問 朗読いずみウェスト　☎０７９‐２９４‐０２２０
　
  そ の ほ か  
■人形劇団クラルテ公演
「11ぴきのねことぶた」
１１月１日日１４：００～／あすかホー ル（太子
町）／１,０００円（当日１,５００円）
■問 あすかホー ル　☎０７９‐２７７‐２３００

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（1月号なら11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  
■姫路交響楽団 第84回定期演奏会
１１月２２日日１４：００～１５：１５／大ホー ル／
無料（１１月１０日火 までにハ ガキで申込）
黒田 洋さんの指揮で、リスト：交響詩前奏曲
（レ・プレリ ュード）、チャイ コ フ スキー：交響曲
第５番ホ短調作品６４ を演奏す る。申込の詳
細は同楽団ホームページを参照。
■問 姫路交響楽団　☎０７９‐２９７‐７６３８（山本）
■ The 4 Pl ayers T ok yo
１１月２９日日１１３：００～１５：００２１６：００～１８：
００／小ホー ル／一般５,０００円、高校生以下
３,０００円
音楽番組「エン ター・ザ・ミ ュージック」から生
まれた弦楽四重奏団の演奏会。東京シティ・
フ ィル ハーモニック管弦楽団の戸澤哲夫さん
（ヴァイオリン）、東京都交響楽団の遠藤香
奈子さん（ヴァイオリ ン）、山形交響楽団の矢
口里菜子さん（チェロ）、NHK交響楽団の中
村洋乃理さん（ヴ ィオラ）の出演で、ハイ ドン：
弦楽四重奏曲第７７番ハ長調「皇帝」他を
演奏する。司会・トークはプロデ ュ ーサーの藤
岡幸夫さん。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  パ ル ナソスホー ル  
■姫路弦の会 第30回ス ト リ ングコ ンサー ト
１１月１５日日１４：００～１６：００／無料
さまざまな弦楽器のアンサンブ ル、グ ループに
よる合同演奏会。姫路市ヴァイオリ ン教室、
姫路ユー スアンサンブ ル、セシリ アン ズ・パー
ティー、アンサンブ ルSocosoco、ヘルマン ハー
プアンサンブ ル、YYストリ ン グ ス〜姫路文化
教室ギター科〜、カン タービレの ７団体が出
演す る。
■問 姫路弦の会　☎０９０‐６７３３‐６１６１（藤井）
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■七転八倒 まだまだこれから コ ンサー ト
１１月２２日日１４：００～１６：００／ア ー トホー ル
／無料
ギターと尺八、 ピア ノの コ ンサート。 曲目はリス
ト：愛の夢、エルガー：愛の挨拶、シ ューマン：

　
  イ ー グレひめ じ  
■「わた しの国際交流」写真展
１１月４日水 まで、９：００～２１：００／１階イ ベ ン
トスペース／無料
「わたしの国際交流」をテーマに市民から募
集した写真のうち、審査によって選ばれた入
賞作品をエピソードとともに展示す る。
■問 姫路市文化国際交流財団
　国際交流担当　☎０７９‐２８２‐８９５０
　
  ゆめタウン姫路  
■フェニックス写真展
１１月９日月～１５日日、９：００～２２：００／１階ミ
スター ドーナツ前／無料
姉妹都市フェニック ス市と姫路市との青少年
交流４０周年を記念
し、フェニック ス市
および同市がある
アリ ゾナ州の写真
を展示する。１４日
土、１５日日 には ド
リームキャッチャー
を作るクラフト教室
を開催（１０：００〜
１６：００）。

■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  
■企画展示
「播磨の刳物師・山名秀圭生誕100年展」
１２月１３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
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
１２月２４日木 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
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」
１１月３日祝 １１１：００～１１：３０ ２１４：００～
１４：３０３１５：００～１５：３０／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

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

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8014

姫路市ジ ュニアオーケ ス トラ
団員を追加募集

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した。以下のパート
について、団員の追加募集を行います。ふるってご応募ください。
●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

故・山名氏の制作風景
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PICK UP 「ア ク リエひめ じ」
利用予約受付を開始 します
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展示・アート

設展が無料で観覧できるほか、クイズラ リ ー
も実施。参加者には記念品を進呈す る。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■峡雲書作展
１１月３日祝～８日日、９：３０～１７：００／
第１展示室／無料 ※初日は１３：００～
書家の吉田峡雲さんが齢８０才、書道歴４０
年の節目に開く個展。県知事賞受賞作をは
じめ漢字、仮名、篆刻など約３０点を展示す
る。
■問 青葉文化倶楽部
　☎０７９‐２６４‐６９９５（吉田）

■フォ トカ ルチャー「風」写真展
１１月３日祝～８日日、１０：００～１７：００／
第４展示室／無料
写真教室の生徒がこの１年に撮影した作品
を展示す る。

■問 フォ トカルチャー「風」
　☎０７９‐３３６‐３２８３（清水）

■第44回 兵庫県高等学校総合文化祭
美術・工芸部門展
１１月１２日木～１５日日、９：００～１７：００／
特別・第１・第２・第３・第４展示室／無料
県内の高等学校美術部に在籍す る生徒が
制作した絵画、デザ イ ン、立体造形、工芸作
品を展示す る。
■問 兵庫県高等学校文化連盟
　美術・工芸部門
　☎０７９‐４２４‐２４００（県立加古川西高校）

■ 2020 エンジョイフォ ト作品展
１１月１７日火～２２日日、１０：００～１７：００／
第４展示室／無料
ギン エーグ ループ傘下の３〜４ グ ループの合
同展。 約５０名が四季折 の々風景や花、 祭り
のスナップなど約８０点を展示す る。
■問 ギンエーフォ トサ ロ ン
　☎０７９‐２８８‐３３０７（伊藤）

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。

●講演会「城下町竹田の漆器と暮 らし」
１１月２１日土１４：００～１５：００／要入館料
（定員３０名、１１月１２日木 までに申込）
竹田塗研究保存会会長の松本智翔さん
が講演す る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  姫路市立美術館  
■日本画家・福田眉仙展
１１月１５日日 まで、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
■肖像画の魅力
１０月２９日木～１２月２４日木、１０：００～１７：００
／ コ レクションギャラ リ ー ／ 無料
生野町（現朝来市）
出身の和田三造、
白瀧幾之助、青山
熊治を含む館蔵品
を通し て、肖像画が
もつ多彩な魅力を
紹介す 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
　
  姫路文学館  
■特別展「樋口一葉 その文学と生涯」
１１月２３日祝 まで、 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。１１月１４日
土・１５日日 は「関西
文化の日」につき常

■第2回 三人展
１１月１９日木～２２日日、１０：００～１７：００／
第３展示室／無料
野内柏葉さん（書）、北条智子さん（現代美
術）、真鍋令子さん（現代美術）による合同
展。約５０点を出品す る。
■問 三人展　☎０７９‐２９３‐１０７６（真鍋）

■教師二人展 2020
１１月２１日土～２３日祝、１０：００～１７：００／
第２展示室／無料
理科教諭の岩井哲也さんと、美術教諭の小
島幹子さんによる ３回目の作品展。イ ンドやト
ルコの街角、人 を々とらえた岩井さんの写真、
手から広がる日常の景色や記憶をテーマに
した小島さんの ドローイ ン グ作品に加え、理
科教諭の三木敦子さんによる写真も併せて
展示す る。
■問 岩井　☎０９０‐５０１９‐０３２０
　
  見野の郷交流館  
■企画展「郷土の土を生かした陶芸作品展」
１１月８日日 まで、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
　
  市立手柄山温室植物園  
■一般作品展「古林海月 植物沼漫画展」
１１月８日日 まで、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。 １日日〜３日祝、 ８日日
は古林さん在園の予定。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■シクラメン展
１１月２８日土～１２月２４日木、９：００～１７：００／
一般２１０円、６才～中学生１００円
原種から最新品種まで５０種２００点を展示す
る。 １１月２９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

鑑　賞
しま し た

 や はりベテランの芸 はす ばら しい。（姫路市 K・Mさん）　ざこ ばさんのお元気な姿を見られ て大変うれ しく思います 。（姫路市 A・Mさん）　色々なイベ ン トが中止となるなかで開催 し てもらい、
ありがたく思います 。 感染防止策、 安心できま した。（姫路市 匿名）　分散着席で気持ちよく安心 し て観ることができま した。（姫路市 匿名）　落語 はや はり生で聴くにかぎる ！（姫路市 S・Hさん）　万全なコ ロ ナ対策 に感謝いた します 。 隣の席を空 け
ていただいたので安心 し て観ることができま した。（赤穂市 M・Yさん）　米團治さんのお はな し は色気があってすてきです 。（姫路市 匿名）　ひさ しぶりの落語を楽 しみま した。や はり生活 にエンターテイ ン メ ント は必要ですね。（南あわじ市 匿名）

第48回 姫路落語会（8/29）

■問  アクリエひめじ開設準備室
　 ☎ 079 －255－8854　F A X 079‐278‐3725　ht tps:/ /www.hime ji - ccc.jp/

《富士五湖》（右隻）1935年

黒田清輝《若い青年の肖像》
1891年

2021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「アクリエひめじ」。
2022年1月4日以降の利用分について、予約受付を開始します（スタジオ以外）。
申込方法などの詳細についてはホームページでお知らせします。

受付開始日利用月
2020年12月1日2022年1月分
2021年 1月5日2022年2月分
2021年 2月1日2022年3月分

こちらのQRコードからアクセスできます。
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展示・アート／イベント

月１５日日 までに申込）
小学生から大人対象。白以外の綿Ｔシャ
ツ（３枚まで）を持参し、作家が描いたカエ
ルの図柄を版を使って抜染し、白くなった
ところに色を塗って完成させる。オリ ジナ ル
の図柄で制作す る場合はプラス１,０００円
（１１月８日日 までにイ ラストを送付）。子ども
は保護者同伴で参加可。
■問 ルネッサンス・スクエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２

　
  キャスパホー ル  
■姫路シネマクラブ 第1 42回例会
「それだ けが、僕の世界」
１１月１１日水 ①１１：００～ ②１４：００～、１３日金
①１１：００～ ②１４：００～ ③１６：３０～ ④１９：００
～、１４日土 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
４０才を過ぎた元プロ ボクサーのジョハは、子
どもの頃に家を出ていった母親と数十年ぶり
に再会し、自分にサヴァン症候群の弟がいる
ことを知る。 イ・ビョンホン、 パク・ジョンミン 他
の出演。
■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
「アン ド ロ メ ダ」
１１月１日日～３０日月、平日①１１：００～②１４：
５５～、学校休業日①１１：００～ ②１３：５０～ ③
１６：００～／一般５２０円、小・中・高生２１０円
秋の夜空に見える「アンドロ メ ダ 」を星座、天
体、神話などさまざまな切り口で紹介す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
■ プラネタ リ ウ ム全天映画 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
　
  自然観察の森  
※いずれもホームページまた は
　 F A X  ０７９‐２６９‐１２７０ で３日前までに申込を。
■森をまる ご と楽 しもう
１１月５日木１０：００～１２：００／３００円（定員２０
名）
森林浴やネイチャーゲ ー ム、文学や食文化な
どを通じ て森の恵みを感じながらゆっくりと森
歩きを楽しむ。約２キロの行程。小学生以下
は保護者同伴で参加可。雨天中止。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

　
  日本玩具博物館  
■世界のク リ ス マス
～ ドイツのク リ ス マス飾 りを中心 に～
１１月７日土～２０２１年１月１７日日、１０：００～
１７：００／６号館／ 一般６００円、高・大生４００円、 
４才以上２００円
モミの木のツリ ーやク リスマ ス人形を発達さ
せたド イ ツのオーナ メ ントを種類ごとに取り上
げク リスマ スイ メ ージの源泉を紹介す るほか、
北欧・中欧・南欧・東欧と地域ごとに特徴の
あるク リスマ スの祝い方を探る。
■問 日本玩具博物館　☎０７９‐２３２‐４３８８

■牛のおも ちゃ
１１月１４日土～２０２１年２月１６日火、１０：００～
１７：００／２号館／ 一般６００円、高・大生４００円、 
４才以上２００円
２０２１年の干支にちなみ、豊作を願う牛、幸せ
を招く牛、疫病神除けの牛などの郷土玩具
約１２０点を展示する。
■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

■染付 ― 麗 しの青 ― ／
冬の風景 そ し て春へ
１１月１８日水～２０２１年２月２８日日、１０：００～
１８：００／高校生以上３００円
藍色が美しい染付の陶磁器作品を、姫路生
まれの東山焼を中心に紹介す るほか、冬か
ら春にかけての風景を描いた絵画作品を展
示す 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  
■第1 2回 現代作家展〈後期〉
１１月７日土～２２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。後
期は２２名の作家が日本画・洋画・彫刻・工
芸・書作品を出品す る。

●「金属でモ ビ ー ルを作ろう ！ 」
　ワークショップ
１１月１５日日１０：００～１２：００／２,０００円（１１
月８日日 までに申込）
小学生から大人対象。銅版を金切り鋏で
成形し て錘を、番線を金槌で叩いて軸を
作り、 バラン スをみながら完成させる。 子ど
もは保護者同伴で参加可。
●「オ リ ジナ ルカエルTシャツを作ろう ！ 」
　ワークショップ
１１月２２日日１０：００～１２：００／２,０００円（１１

　
  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 ―」
１１月２３日祝 まで、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。
●歴史講演会
　「自若と し て驚かず ～巨大商社鈴木商
　店の女主人 鈴木よねの生涯～」
１１月２２日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル
／３００円（定員先着５０名）
神戸新聞社姫路本社代表の村上早百合
さんが講演す 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」
１２月２７日日 まで、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」
２０２１年１月８日金 まで、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
　
  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
か、令和元年度の主な調査成果速報も。
●講座「調査員が語る“ TSUBOHORI
　― 発掘調査展２０２０ ―”」
１１月２３日祝１３：３０～１５：００／無料（定員
先着５０名）
２０１８年度の主要な発掘調査について、調
査を担当した専門職員がわかりやすく解
説す る。

■問 埋蔵文化財センター　☎０７９‐２５２‐３９５０
　
  姫路科学館  
■第56回 姫路市児童生徒科学作品展
「調査研究の部」
１０月３１日土～１１月２２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 て取り組んだ
自由研究の作品を展示す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１

鑑　賞
しま し た

子ども目線の曲 に、 大人も楽 しめる曲を織り交ぜて演奏 し てくださったので、 家
族で楽 しめま した。 アンコ ールの 「誰も寝てはならぬ」 が素敵で した ！（姫路市 T・Sさん）　3人のアンサンブ ルがとっても良く、 うっとり し ていま した。 子どもたち にも本格的な音楽を聴くよい機会 になったと思います 。（上郡町 T・Jさん）　感動 し て涙が出た。 日頃の嫌
な感情を洗い流 し てくださってあり がとう。（高砂市 M・Hさん）　私の子育ての時 にもこんなコ ンサー トがあったらよかったの になぁ。（加古川市 M・Sさん）　孫たち は初めての コ ンサー ト。 楽 しそう に聴いていたので連れ てきてよかったと思いました。（姫路市 I・Tさん）

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」（9/ 12）

イ ベ ン ト E vent

東影智裕「転換Ⅲ」
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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。

■ ロ ープで木登 り ～ツ リ ーイ ング～
１１月２２日日①９：３０～②１１：００～③１３：００～
④１４：１５～／２,０００円（定員各６名）
ロープを使って木登りに挑戦す る。６才以上
対象で、小学生以下は保護者同伴で参加
可。雨天中止。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

■ク リ スマスの リ ースをつくろう
１１月２９日日１０：００～１２：００／５００円（定員１５
名）
自分で集めた落ち葉や木の実を使ってクリ
スマ スリ ー スを作る。５才以上対象で、小学
生以下は保護者同伴で参加可。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■第9回 東北復興支援プロ ジ ェク ト・
心の コ ンサー ト ～上映会～
１１月１４日土１８：００～２０：００／ア ー トホー ル
／無料
原発事故で故郷も仕事も奪われながらも、経
済価値を失った牛を生かし続け る畜産農家
の心情を５年間にわたり克明に記録したド
キュメ ン タリ ー映画「被ばく牛と生きる」他を
上映す る。
■問 東北復興支援プロ ジ ェク ト委員会
　☎０９０‐６６７５‐０３３２（浅田）
　
  市立手柄山温室植物園  
■アロ マ イ ベ ン ト
１１月１８日水・２８日土、 いずれも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
　
  好 古 園  
■令和2年度 三星会例会 ①
「姫路城西御屋敷跡庭園 好古園 案内会」
１１月２１日土１３：３０～／入園料３１０円（１１月
１０日火 までに申込）
姫路藩酒井家文化歴史研究会「三星会」
例会。園長の兼近 暁さんの案内と解説で好
古園を巡る。 小雨決行、 荒天などにより中止
時は翌日に順延す る。
■問 三星会 事務局
　sanseikai1＠yahoo.co.jp
　
  姫路文学館  
■朗読会「おせいさんを偲ん で」
１１月２８日土１３：３０～１５：００／講堂／無料
海の見える叔母さんの家の庭には、わたしの
大 好 き な ひ な げ し が 咲 い て い た ――。田辺
聖子『孤独な夜のココア』より「ひなげしの家」
他を朗読す る。
■問 サーク ルさえ ずり　☎０７９‐２８９‐４８８７

■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

イベント／募集

9

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
■バ ロ ックダンス講習会
１２月１２日土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）／１１月４日水 から２５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】基本ステップ／サラバンド・ブ
レ、【クラス２】パスピエ・クラント、【クラス３】
パスピエの復習と舞踏譜 の３クラスを開催。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■姉妹都市アデ レー ド市小学生交流企画
「フラッ トス タン レープロ ジ ェク ト」
募集期間：１１月３０日月 まで
募集説明会：１１月２３日祝１０：００～１２：００／
イーグレひめ じ ４階第一会議室／要申込
落ちてきた掲示板に潰され て、ぺちゃんこに
なってしまった男の子。しかしそのおかげで
郵便であちこちに送ってもらい冒険の旅をす
る ―― という ア メ リ カの児童書「フラットスタン
レー」をもとにした同プロジ ェクトを姫路市内
で実施。冬休み期間中、紙人形になって
やってくるオー ストラ リ ア・アデレード市の小学
生にさまざまな体験を提供し、その様子を写
真付きで日誌に記録す る。小学生のいる家
庭約３０組を募集。
■問 姫路市文化国際交流財団
　国際交流担当　☎０７９‐２８２‐８９５０

■2020年 播磨工芸教室
●陶芸教室４「自由に作陶（課題製作もあ
り）。」 １１月１４日土１０：００～１２：００／講師：
喜多千景さ ん （陶芸家） ／２,０００円／定員 
８名／１１月５日木 までに申込
●織物教室１
［ ２日コ ース］「一から季節のマフラーを
作る。」１１月２０日金・２２日日、いずれも
１０：００～１５：００／講師：西山まい美さん
 （染織家） ／７,５００円／定員１０名／１１ 月１２ 
日木 までに申込
［１日コ ース］「コ ースターやテーブ ルマッ 
トを作る。」①１１月２０日金 ②１１月２２日
日、いずれも１１：００～１５：００／講師：西山
まい美さん（染織家） ／４,０００円／定員１０
名／１１月１２日木 までに申込
●織物教室２
［ ２日コ ース］「一から季節のマフラーを
作る。」１１月２８日土・２９日日、いずれも
１０：００～１５：００／講師：西山まい美さん
 （染織家） ／７,５００円／定員１０名／１１ 月１２ 
日木 までに申込
［１日コ ース］「コ ースターやテーブ ルマッ 
トを作る。」①１１月２８日土 ②１１月２９日
日、いずれも１１：００～１５：００／講師：西山
まい美さん（染織家） ／４,０００円／定員１０
名／１１月１２日木 までに申込
●陶芸教室５「お雛様を作る。」 １２月４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／ １１ 月２５ 
日水 までに申込

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■書写の里・美術工芸館
はりこ絵付 け コ ンクー ル
募集期間：１１月７日土～１２月３日木
参加費１ ,０００～１ ,２００円（面） 、１ ,５００円（干支） 
※制作には別途入館料（一般３１０円、 高・大
生２１０円、小・中生５０円）が必要。ただし１４
日土・１５日日 は 「関西文化の日」 に協賛 し
入館無料
県伝統工芸品である姫路はりこの面や、姫
路はりこ職人・松尾 哲さんの来年の干支の
白塗りに自由に絵付けし応募す る。優秀作
品には豪華商品を、応募者全員に参加賞を
進呈。 全作品は 「はりこ絵付け コ ン クー ル展」
（１２月５日土～）で展示す る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■ 2020ア ー トキャンプ「版画教室」
１２月５日土 ①１０：００～１２：００ ②１３：００～１５：
００ ／書写の里・美術工芸館 会議室／講師： 
岩田健三郎さん（版画家）／５００円／定員
各２０名／１１月２６日木 までに申込
来年の干支をテーマにした年賀状を木版画
で作る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■姫路こま製作体験教室
１２月１６日水①１０：００～１２：３０②１３：３０～１６：
００／書写の里・美術工芸館 工芸工房／講
師：村岡正樹さん（姫路こま職人）／３,０００
円／定員各２名／１２月７日月 までに申込
１８才以上対象。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

鑑　賞
しま し た

ウイッ ト に富ん でいて語り口がお しゃれ。 大大ファンの三浦さん に会い に来ました。（加古川市 M・Sさん）　家でラ ジオを聴くのではなく、 出か けてきて、 という
のがいいです 。 特 に今回は リ クエス ト した曲を流 し ていただけて満足です 。（姫路市 匿名）　万全のコ ロ ナ対策、 ご苦労さまです 。 映像も工夫され、 久しぶり に音楽を楽 しめました。（姫路市 匿名）　若かり し時、 何も怖いものがなかった時、 未来が
開 けていた時 に聴いた曲 ばかり。 音楽 にめぐりあえたことを幸せに思います 。（加古川市 匿名）　初めてのコ ンサー ト、 期待以上でした。 青春時代 に戻ったようです 。 若い人にもっと三浦さんのメッセージと名曲を聴いてほ しいです 。（姫路市 匿名）

懐か しの洋楽 ヒッ トパ レー ド 第16回（9/24）

※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

新 刊 紹 介

柳谷郁子さんの巻頭エッ
セイ （彩々一滴） 「歌あり
て」、瀬川 創さんの哲学
随想 「哲学なき時代 一」、
諸井 学さんの小説「嘘
つき」、山田正春さんの
小説 「砂塵遥かなり （前篇）」 など同人の力作が
並ぶほか、同人で昨年、姫路文連の黒川録朗賞
を受賞した北山眞佐子さんの受賞挨拶が誌面を
飾る。
■問  播火編集事務局　☎079−232−7574（大塚）
　（1 ,000円＋税）

播 火 1 0 6号
― 播磨文学地帯 ―

大塚高誉 編

昨年４月から１２月まで開
催された播磨学特別講座
「日本遺産と播磨 ―銀の
馬車道・鉱石の道と北前
船」の講義内容を一部修
正・加筆して１冊にまと
めたもの。飛田恵美子
「生野銀山が引きよせた人・モノ・いくさ」、新
宮義哲「室津と北前船」、大谷輝彦「姫路の豪
商・奈良屋」他を収録。
■問  神戸新聞総合出版センター
　☎078−362−7140（1 ,800円＋税）

日本遺産と播磨
播磨学研究所 編
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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

■姫路文学館 岸上大作展記念講演会
１２月５日土１３：３０～１５：００／姫路文学館 講
堂／無料／定員８０名／１１月２７日金 までに
申込※必着
１２月５日土 から開催される企画展「没後６０
年記念 歌人岸上大作展」の記念イベ ント。
歌人の福島泰樹さんが「血と雨の歌 − 没
後六十年を迎えた岸上大作」と題し て講演
す る。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
■史跡見学会「古代播磨国を訪ねて」
１２月１３日日１０：００～１２：３０／JR 御着駅前
集合解散／１００円／定員５０名／１１月１７日
火 から３０日月 までに申込※必着
壇場山古墳や山之越古墳など、御国野町

■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

の遺跡を専門職員の解説を聞きながら巡る。
雨天中止、小学生以下は保護者同伴で参
加可。
■問 埋蔵文化財センター　☎０７９‐２５２‐３９５０
■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。

※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。

■ 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

完売完売キャスパホール11月21日（土）
14：00～第29回 キャスパ寄席

一般 500円
高校生以下 無料 （全席指定）

一般 450円
高校生以下 無料 （全席指定）パルナソスホール11月29日（日）

14：00～
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～

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～

500円 （全席指定）
※未就学児 無料

450円 （全席指定）
※未就学児 無料パルナソスホール12月20日（日）

11：30～
パイプオルガン＆打楽器
打楽器とあそぼう ♪ 0歳からのクリスマスコンサート

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

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～

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～

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

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 1月号
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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～
楽器の女王“パイプオルガン”の秘密を探ろう ♪

パ ルナソ ス 朝のハーモニー
№ 224 私のお気に入り ～愛の調べ～

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

愛にまつわるピアノの名曲

■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）
※当日券の販売はございません。
●8月30日（日）から公演日延期となりました。

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

バッハの伝道師たちが贈る至極の音楽

■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。

大塚直哉若松夏美鈴木秀美

オルガンちゃん

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

※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。

12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、11月16日（月）から12月11日（金）までにパルナソスホール
へ電話で申込）

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

■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。

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 ！

今村佳奈長谷川護

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、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

№225 ピア ノ デ ュオ コ ンサー ト
～2台 ピア ノ で奏でる世界の音楽～

出演／長谷川護（ピアノ）、今村佳奈（ピアノ）
プログラム／三善 晃：唱歌の四季
　　　　　　ラフマニノフ：組曲第1番「幻想的絵画」Op.5 他

2台ピアノで魅せる迫力のステージ

「張込み」

「黒い画集 あるサラリーマンの証言」

「悪い奴ほどよく眠る」

「白い巨塔」

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
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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.404文化情報 姫路 1 1 月号
2020 年10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。

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

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。

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 アフタヌーン コ ンサー ト
冬の恋人の日に捧 げ る歌

バレンタインデーとホワイトデーの中間である「冬の恋人の日」にち
なみ、愛にまつわる曲や春へと向かう喜びを歌に込めてお届けします。
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”
　E．D．カプア：オー・ソレ・ミオ
　小林秀雄：すてきな春に　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。

贅沢な午後のひととき

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

オルガンと打楽器で心躍るクリスマスを

三浦紘朗

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。

12月20日（日） 11：30～／パルナソスホール／
500円（全席指定、未就学児 無料）
※当日券の販売はございません。

楽器の女王と呼ばれるパイプオルガンや打楽器の演奏を生で聴いて
みよう♪ 遊び心とユーモアあふれるルロイ・アンダーソンの世界を
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／L．アンダーソン：タイプライター
　　　　　　L．アンダーソン：シンコペーティッド・クロック
　　　　　　L．アンダーソン：そりすべり 他

パイプオルガン＆打楽器
打楽器とあそぼう ♪ 0歳からのク リ ス マスコ ンサー ト
みんなのまわりには音楽がいっぱい ！

牧野美沙長田真実

今岡淑子坂口裕子
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