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　今年の演目は１０年ぶりの新作 「大きなくつ」。 フランスの
作家ジュール・ルメートルの童話をもとに池上恭子さんが
脚本を書き、子どもの発表会向けの楽譜を運営マネー
ジャーの池上 潤さんが吹奏楽版に編曲、２人が演出も担当
します。出演は２回目という赤松 愛  実 さんは「緊張しがち

まな み

で引っ込み思案だったのが、自信をもって人前に出られる
ようになった」。経験が演奏にも生かされていると話しま
す。
　フランスでは靴下ではなく靴にプレゼントを入れる習慣
があるのですが、貧しい少女はボロボロの靴しか持ってお
らず……。少女の正しい心が幸せを呼ぶ、気持ちがほっこ
りと温まるお話で、衣装や小道具、市立琴丘高校ダンス部
顧問の教師が振り付けを担当したダンスもみどころです。
　第２部のファミリーコンサートでは「サンタが町にやっ
てくる」などのクリスマスソングや話題のポップス、テレ
ビアニメ「鬼滅の刃」の主題歌「紅蓮華」など旬な曲も演
奏。２回公演ですが座席数が例年の半分となるため、事前
のチケット購入が確実です。
　通常練習もミュージカルの稽古も一人ひとりが自発的に
取り組み、楽しい雰囲気に包まれています。事務局長の高
橋英治さんは「演奏技術はもちろん舞台での立ち居振る舞
いでも模範になるような、中高生が憧れるバンドになりた
い。茶屋先生の掲げる高い目標に向かって努力し、姫路の
吹奏楽界をさらに盛り上げていきたい」と話しています。
　来年、創立５０周年。第５０回定期演奏会を５月に予定して
います。

※コンサートの詳細は６ページ、団員募集の詳細は９ペー
ジをご覧ください。

■問 姫路市吹奏楽団 事務局　☎０７９‐２３６‐６７５５（奥田）

ク リ ス マ スコ ンサー ト で
新作 ミュ ージ カルを披露

姫路市吹奏楽団

　姫路市吹奏楽団は昭和４６年に結成された歴史ある楽団で
す。現在は高校１年生から６０才代までの４５名が所属し、年
３回の演奏会を開催するほか、吹奏楽コンクールでも高い
成績を収めています。今年、フリーのパーカッショニスト
で立命館大学応援団吹奏学部正指揮者を務める茶屋克彦さ
んが音楽監督に就任。「地元だけでなく、他都市のバンド
と交流するなど活動の幅を広げていきたい。発展していく
楽しさを団員のみんなと共有し、共に成長していきたい」
と抱負を語ります。
　吹奏楽オリジナル曲やクラシックの名曲、ポップスなど
「吹奏楽らしさ」を楽しめる５月の定期演奏会、地元ゆかり
のプロ奏者をゲストに招くクラシックコンサートスタイル
の「秋、パルナソスの午後」はいずれも中止を余儀なくさ
れましたが、１０月に演奏会を再開。１２月２０日日には市民会
館で「第４５回クリスマスコンサート」を開催します。
　第１部は、すっかり恒例となった手作りのミュージカル。
平成５年の「こびとのくつやさん」以降、「ねむり姫」「オ
ズの魔法使い」などのレパートリーを上演してきました。
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姫路文学館で12月5日から
「歌人 岸上大作展」が
　神崎郡福崎町の出
身で、安保闘争で日
本中が揺れた１９６０年
の終わりに２１才の若
さで自らの命を絶っ
た歌人岸上大作。県
立福崎高校から東京
の國學院大學に進ん
で短歌研究会に所属
し、「恋と革命に生き
ん」としながら挫折
し、２１才の生涯をひ
たすら駆け抜けて

いった「青春の 歌  人 」です。没後６０年を記念する「歌人 岸上
うた びと

大作展」が彼の命日である１２月５日土から姫路文学館で開か
れます。
　同館には岸上のご遺族や、岸上の生涯の友であった故高瀬
隆和氏から寄贈された日記や原稿、手紙、断簡など千点以上
もの資料が収蔵されています。３度目の開催となる今回の展
覧会は２部構成とし、誕生から高校生までを過ごした福崎で
の日々を第一展示室で、進学のため上京してから死に至るま
でを第二展示室で展観します。
　主な展示物としては、福崎時代には、幼少期からの家族写
真、戦死した父が戦地から大作のために書いた絵ハガキ、小
学生時代に家庭の貧困の原因を見つめた日記、「挽歌」などと
彫りこみがされた高校時代の机のほか、たびたび本を買いに

出かけた岸上にとって最も近い「町」、姫路でのエピソードも
往時の写真を交えて紹介します。
　上京以後は、母との間に交わされた往復書簡や高瀬隆和ら
に宛てた細かな文字のハガキ、日々の生活を記録した日記、
２００字詰め原稿用紙５３枚にわたる絶筆「ぼくのためのノート」、
亡くなった翌年、友人らの手によって刊行された遺作集『意
志表示』（白玉書房刊）などの実物資料を展示。岸上の“思ひ
人”であった歌人沢口芙美さんの「６０年後の岸上に贈る歌」
も展示されており、短歌ファンにはより興味深い内容になっ
ています。
　「岸上の作品は確かに今も読み継
がれており、岸上のことを調べに当
館にお出でになる方も少なくありま
せん。  今回は展示に加え、  図録では、
尾崎まゆみさんや黒瀬珂瀾さんら当
代を代表する歌人による一首鑑賞を
お願いしたり、歌人福島泰樹さんの
講演会や、『ぼくのためのノート』を
原作にした舞台公演も行われます。
これらを通して新たな岸上像に出
会っていただければ」と、担当学芸
員の竹廣裕子さんは話しています。

※詳細は７ページをご覧ください。

■問 姫路文学館　☎ 079‐293‐8228

遺作集『意志表示』

日本玩具博物館の尾崎織女さんが
『世界の民芸玩具』を出版

　３０年にわたり、世界各地の民芸玩具の調査・収集に携わっ
てきた日本玩具博物館学芸員の尾崎織女さんが、同館が所蔵
する２０世紀の世界の玩具コレクションの中から５６種類を選ん
で１冊にまとめた『世界の民芸玩具』を、このほど大福書林
から出版しました。
　そもそものきっかけは、尾崎さんが昨今のこけしブームで
も知られるデザイナーの軸原ヨウスケさんの、その土地その
土地の風土が育み、民衆が作り出してきたにもかかわらず、
民藝運動の“カヤの外”に置かれてきた玩具を今一度「民芸」
として取り上げたいとの訴えに共感したこと。同館のコレク
ションの中から選りすぐった民芸玩具を、高見知香さん撮影
の鮮やかな写真と尾崎さんの豊富な知識に基づく解説で紹介
したものです。
　「例えば江戸時代の終りの江戸の町では、赤い色の霊力に

よって疱瘡神が退散してくれることを願って、疱瘡（天然痘）
を病む子どもに張り子の赤いミミズクを贈ったように、玩具
に人々のさまざまな思いが込められているのは万国共通で
す。形にも、色にも、模様にもいろんな意味が、メッセージ
が込められていることを、この本を通して実感していただけ
れば」と尾崎さん。
　世界各地の民芸玩具を紹介する本だけに解説を書くのにも
苦労があったようで、「残念ながら玩具に関する資料は少な
いですし、あってもフランス語で書かれていたりするので、
読み解くのに苦労しました」とも話します。
　今回、本の中で紹介されている
のは、いずれも同館４号館の「世
界の玩具」コーナーで展示されて
いるものばかり。そのほか１号館・
２号館では「日本の近代玩具のあ
ゆみⅠ ～明治・大正・昭和～」
「同Ⅱ ～昭和・平成～」を、６号
館では特別展「世界のクリスマス」
を開催中。「世界の玩具」ととも
に、これらの展示にも目を向けて
みてはいかがでしょう。

■問 日本玩具博物館　☎ 079‐232‐4388
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★ についての詳細は6ページ以降に掲載しています。
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問　合　せ　先料　　金場　　　所開終演時間催　　　物　　　名日

好古園　０７９‐２８９‐４１２０一　般　　 ３１０円
小・中・高生 １５０円好古園 ９：００～２０：００★好古園 紅葉会～６（日）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森 ９：３０～１２：００バードウォッチング ～きれいな羽になった鴨を見よう～６（日）
自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１，５００円（要申込）自然観察の森１３：００～１５：００★だれでもカンタン ！ ハーバリウム教室６（日）

県立歴史博物館　０７９‐２８８‐９０１１無料県立歴史博物館 地階ホール１４：００～１５：３０★れきはくアカデミー
「播但線の敷設過程 ― 考古学的考察 ―」６（日）

高森峰子バレエスクール
０７９‐４２２‐７８７４無料キャスパホール１６：００～１７：４５★高森峰子バレエスクール 勉強会２０２０６（日）

姫路地区骨髄バンク推進センター
０７９‐２９８‐９４４７

一　般　 １，０００円
小・中・高生 ５００円
（当日券なし）

市民会館 大ホール１０：３０～他１回★骨髄バンクチャリティ映画会「長いお別れ」７（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９（水）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００１２月土曜ガイドウォーク１２（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 №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～１２（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１２（土）

姫路KCC　０７９‐２８１‐７５６６無料市民ギャラリー
アートホール１２：３０～１６：００★西田理恵が講師をつとめる

神戸新聞文化センターKCC朗読講座合同発表会１２（土）

石原　０７９‐２９２‐５３３８無料キャスパホール１３：００～１６：３０ピアノ発表会１２（土）
中播磨県民センター 県民課
０７９‐２８１‐９１９７

一　般　　 ３１０円
小・中・高生 １５０円好古園 潮音斎１１：３０～他１回★兵庫県伝統文化研修館事業「定期公演」

１２（土）
１３（日）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１，５００円（要申込）自然観察の森① ９：３０～１２：００
②１３：３０～１６：００こだわりの竹灯りを作ろう１３（日）

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１３（日）

HIME JIパリ祭公演事務局
０７９‐２２７‐９１６６

Ｓ席（指定） ４，０００円
Ａ席（自由） ３，０００円
（当日各５００円増）

市民会館 大ホール１３：００～★HIME JIシャンソン・ミュージカル＆レビューショー１３（日）

Kei Music St reet　０７９‐２２７‐９１６６１，０００円市民会館 大ホール１８：００～２０：００★Kei Music St reet 第９回発表会「JEWEL S ９ t h」１３（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★姫路こま製作体験教室１６（水）

西二階町商店街　０７９‐２２４‐６３４１８００円西二階町 七福座１２：００～他１回★七福寄席１６（水）

姫路市文化国際交流財団 振興課
０７９‐２９８‐８０１５５００円（２日間有効）文化センター 大ホール

１２：００～１４：００

★

名画鑑賞会 ～社会派ミステリー特集
　「張込み」１７（木）

１４：２０～１６：５５　「悪い奴ほどよく眠る」
１２：００～１４：３０　「白い巨塔」

１８（金）
１４：５０～１６：２５　「黒い画集 あるサラリーマンの証言」

書写の里・美術工芸館　０７９‐２６７‐０３０１５００円（要申込）書写の里・美術工芸館
会議室 ９：００～１２：００★２０２０アートキャンプ「凧づくり教室」１９（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５５回 プロムナード・コンサート

～ソプラノ、ピアノによる朝のひととき～１９（土）

県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０４００円（要申込）県立ゆめさきの森公園１０：００～１４：００★正月飾りのリースを作ろう１９（土）
自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０５００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００メリークリスマス ！ ～みんなで遊ぼう～２０（日）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１

５００円
未就学児 無料（要申込）

パルナソスホール
１１：３０～１２：００

★

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

２０（日）
一　般　 １，０００円
高校生以下 ５００円１５：００～１６：２０オルガンシリーズ Vol．７

打楽器とオルガンで贈るクリスマス
姫路市吹奏楽団 事務局
０７９‐２３６‐６７５５（奥田）５００円市民会館 大ホール１２：３０～他１回★姫路市吹奏楽団 第４５回クリスマスコンサート２０（日）

姫路文学館　０７９‐２９３‐８２２８無料姫路文学館 講堂１３：００～１３：４５★姫路文学館コンサート 噛Sweet Bell２０（日）
龍田　０７９‐２７６‐５７２９無料文化センター 小ホール１３：００～１６：００ピアノ発表会２０（日）
川勝管楽五重奏団
０９０‐９１６４‐６２７９（川勝）無料キャスパホール１３：３０～１５：３０★川勝管楽五重奏団 第２０回定期演奏会２０（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 大ホール１５：００～１６：４５★半﨑美子 明日を拓くコンサート２０２０２０（日）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００★１２月平日ガイドウォーク２４（木）

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」（聴講）２６（土）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１，５００円（要申込）自然観察の森 ９：３０～１２：００★ミニ門松を作ろう２７（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
「はやぶさ２ 地球帰還」

２（水） 
～２６（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
「HA Y ABUSA ２ ～REBORN～」２（水）～

土・日 ９：４５～プラネタリウム全天映画Ｃ「LIFE いのち」投影中

１６：００～１６：４５プラネタリウムCDコンサート
「プラネ de クリスマス２０２０」２０（日）

■ コ ンサー ト・舞台・イ ベ ン ト
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5

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

※ 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

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）

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●実演「漆の椀を塗る」１２/１３（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～１２/２４（木）

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）

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～～２０２１/ １/１７（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～２０２１/ ２/１６（火）

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～２０２１/ ２/２８（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）

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） ・ １２/１３（日）

●カラーベル演奏１２/１９（土） ・ １２/２４（木）

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★第三回 一般作品展「切り絵展」１２/ １（火）～ ２７（日）

上月　０７９‐２３２‐１４２０無料市民ギャラリー 特別展示室 ９：００～１９：００★ 嚶  嚶 有志グループ展
おう おう

併催 還暦記念 上月通歳条幅展１２/ ３（木）～ ６（日）

書写の里・美術工芸館　０７９‐２６７‐０３０１
一　 般 ３１０円
高・大生 ２１０円
小・中生　５０円

書写の里・美術工芸館
２階ラウンジ１０：００～１７：００★企画展示「はりこ絵付けコンクール展」１２/ ５（土）～ ２０（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３３回
チャリティーのためのミニアチュール展１２/ ５（土）～ ２０（日）

姫路文学館　０７９‐２９３‐８２２８
一　 般 ３１０円
高・大生 ２１０円
小・中生　５０円

姫路文学館１０：００～１７：００★企画展「没後６０年記念 歌人 岸上大作展」１２/ ５（土） 
～２０２１/ ３/２１（日）

ギャラリー ランズエンド
０７９‐２９１‐２２０８無料ギャラリー ランズエンド１１：００～１８：００★紙のオブジェ展１２/ ６（日）～ １９（土）

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藤原和利、色えんぴつ画展１２/ ８（火）～ １１（金）

玄耀書道会兵庫支部
０７９‐２３９‐９０９０（井上）無料市民ギャラリー

第１・第２・第３・第４展示室１０：００～１７：００★第１７回 玄耀書道会学生展・一般小作品展１２/１１（金）～ １３（日）

姫路科学館　０７９‐２６７‐３００１一　般　　 ３００円
小・中・高生 ２００円姫路科学館 １階特別展示室 ９：３０～１７：００★特別展「科学とアートの驚き館」１２/１８（金） 

～２０２１/ １/２５（月）

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

「和歌山県の諸玩具」
１２/１９（土） 

～２０２１/ ４/ ８（木）

兵庫県写真作家協会
０７９‐３３６‐１７５６（谷口）無料市民ギャラリー 第１展示室１０：００～１７：００★兵庫県写真作家協会公募展移動展１２/２２（火）～ ２７（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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■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）
　
  姫路文学館  
■姫路文学館 コ ンサー ト
１２月２０日日１３：００～１３：４５／講堂／無料
ミ ュージックベルによる クリス マ ス コ ンサート。
「Sweet Bel l」の出演。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  そ の ほ か  
■八代亜紀
アコ ースティック コ ンサー ト2020
１２月４日金 ①１３：００～ ②１７：００～／扶桑電
通なぎさホー ル（相生市）／６,０００円
■問 相生市文化会館　☎０７９１‐２３‐７１１８
■仲道郁代 ピア ノ コ ンサー ト
１２月６日日１４：００～／アラベス クホー ル
（加古川市）／一般３,０００円（当日３,５００円）、 
中学生以下１,８００円
オール・ベートーヴ ェン・プログラム。曲目はピ
ア ノ・ソナタ第８番「悲愴」、ピア ノ・ソナタ第１４
番「月光」、ピア ノ・ソナタ第２４番「テレーゼ」
他。
■問 加古川ウェルネスパーク
　☎０７９‐４３３‐１１００

■秋川雅史 コ ンサー ト
～聴 いてよく分かるクラシック2～
１２月１９日土１４：３０～／稲美コス モホー ル ／ 
一般４,０００円、中学生以下２,０００円
意外と知らなかった音楽の話を聴いて学ぶ
コ ンサート。曲目はヴ ェルデ ィ：歌劇「マクベ
ス」より“あぁ、父の手は” 、カッチーニ：アヴ ェ・
マ リ ア 他。
■問 稲美町立文化会館　☎０７９‐４９２‐７７００

■千住真理子の「四季」
１２月２６日土１４：００～／あすかホー ル（太子
町） ／一般２,０００円、高校生以下１,０００円（当 
日各５００円増）
A．ヴ ィヴァ ルデ ィ：ヴァイオ リ ン協奏曲集「四
季」 全曲 他を、 幻の名器ストラデ ィ・ヴァリ ウ
ス“デ ュランティ”で奏でる。弦楽はテレマン
室内オーケ ストラ、指揮は延原武春。
■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（2月号なら12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

　
  文化セ ンター  
■半崎美子 明日を拓くコ ンサー ト2020
１２月２０日日１５：００～１６：４５／大ホー ル／
一般５,０００円、高校生以下３,０００円
「ショッピングモー ルの歌姫」と呼ばれる北海
道出身のシンガーソ ン グライター 半崎美子さ
んの コンサート。 曲目は 「サクラ 〜卒業できな
かった君へ〜」「明日へ向かう人」「種」他。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  キャスパホー ル  
■川勝管楽五重奏団 第20回定期演奏会
１２月２０日日１３：３０～１５：３０／無料
木管五重奏とピア ノ による演奏会。曲目は
「グリ ーン スリ ーブ ス」、ホル スト：組曲「惑星」
より 他。
■問 川勝管楽五重奏団
　☎０９０‐９１６４‐６２７９（川勝）
　
  市 民 会 館  
■姫路市吹奏楽団
第45回ク リ ス マス コ ンサー ト
１２月２０日日 ①１２：３０～１３：４５②１５：３０～１６：
４５／大ホー ル／５００円
脚本、演出、衣装、出演、そし て音楽のすべ
てを団員で創り上げ る“こどものためのミ ュー
ジカル”「大きなくつ」を上演す るほか、話題
のポップ スやクリス マ スソン グを演奏す る。
■問 姫路市吹奏楽団 事務局
　☎０７９‐２３６‐６７５５（奥田）
　
  あいめっせホー ル  
■第55回 プロ ムナー ド・コ ンサー ト
～ソ プラノ 、ピア ノ による朝のひととき～
１２月１９日土１０：００～１１：３０／無料
青木智子さん、岡本由加子さん（いずれもソ
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、グ
ノー：アヴ ェ・マ リ ア、チャイ コ フ スキー：組曲
「くるみ割り人形」作品７１a より第２曲“行進
曲”、エステン：人形の夢と目覚め 他を解説
トーク付きで演奏す る。

　
  キャスパホー ル  
■高森峰子バ レエスクー ル 勉強会2020
１２月６日日１６：００～１７：４５／無料
スクー ル生が出演す る勉強会。 小品集、 バレ
エコンサートを上演す る。
■問 高森峰子バ レエス クー ル
　☎０７９‐４２２‐７８７４
　
  市 民 会 館  
■ HIME JIシャンソン・ミ ュージカル＆
レ ビ ューショー
１２月１３日日１３：００～／大ホール／S席（指
定）４,０００円、A 席（自由）３,０００円（当日各
５００円増）
第１部はオーデ ィ ションで選抜されたメ ン バー
とプロが共演す るオ リ ジナ ルミ ュージカル、第
２部はアマチュア歌手による コ ンサートとプロ
の歌手・ダンサーによるショータ イ ム。特別ゲ
スト にパ ト リ ック・ヌジ ェを迎える。
■問 HIME JIパリ 祭公演事務局
　☎０７９‐２２７‐９１６６

■ Kei M usic St ree t 第9回発表会
「JE WEL S 9 t h」
１２月１３日日１８：００～２０：００／大ホー ル／
１,０００円
「ミ ュージカル」と「カンツォーネ」をテーマに、
千城恵アーテ ィスト・アカ デミ ー生が日頃の
レッスンの成果を披露す る。
■問 Kei Music Street　☎０７９‐２２７‐９１６６
　
  好 古 園  
■兵庫県伝統文化研修館事業「定期公演」
１２月１２日土・１３日日、いずれも ①１１：３０～
１１：５０ ②１２：５０～１３：１０／潮音斎／ 一般３１０
円、小・中・高生１５０円
「姫路城奉賀舞」のうち、世界遺産姫路城を
称える 詩  謡 しらさぎ「姫路城」の動画の上

うた よう

映、展示のほか、姫路城と千姫への想いを
込めた「姫路城おどり節」を実際に披露す
る。

■問 中播磨県民センター 県民課
　☎０７９‐２８１‐９１９７
　
  西二階町 七福座  
■七福寄席
１２月１６日水 ①１２：００～ ②１４：００～／８００円
上方落語協会からプロの噺家 笑福亭仁昇、 
林家愛染を迎える。
■問 西二階町商店街　☎０７９‐２２４‐６３４１

コ ンサー ト Concer t 舞台 Stage

■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
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舞台／展示・アート

■ コ ーナー展示 全国郷土玩具めぐり
「和歌山県の諸玩具」
１２月１９日土～２０２１年４月８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
御坊人形や熊野
古式くじら舟のミ
ニチュア 、海南の
紀州びな、熊野
速玉大社のなぎ
人形など約８０点
を展示す る。

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  姫路市立美術館  
■肖像画の魅力
１２月２４日木 まで、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  
■企画展 「没後60年記念 歌人 岸上大作展」 
１２月５日土～２０２１年３月２１日日、１０：００～
１７：００／一般３１０円、高・大生２１０円、小・中
生１００円
６０年安保世代の青春の象徴的な存在とし
て、今も哀惜され続けている福崎町出身の

　
  そ の ほ か  
■弦楽四重奏 によるオペラ
第2回公演「フ ィガ ロ の結婚」
１２月２５日金１８：００～、２７日日１４：００～／ア
ワーズホー ル・明石市立市民会館／ A 席一
般３,０００円、高校生以下１,５００円、B席一般
２,５００円、高校生以下１,０００円
■問 明石弦楽オペラ会
　☎０９０‐６９０２‐３１５０（あべ）

　
  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。
●実演「漆の椀を塗る」
１２月１３日日 ①１１：００～１１：２０ ②１４：００～
１４：２０③１５：００～１５：２０／要入館料（定員
先着２０名）
塗師で、播磨書写塗伝承会代表の岡田
道明さんが実演を行う。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■企画展示「はりこ絵付 け コ ンクー ル展」
１２月５日土～２０日日、１０：００～１７：００／２階
ラウンジ／一般３１０円、高・大生２１０円、小・
中生５０円
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 る同コン クー
ルの応募全作品を展示す る。※応募期間は
１２月３日木 まで

■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

夭折の歌人・岸上大作の没後６０年を記念し
た展覧会。２１年の人生と昭和短歌史に残し
た足跡を、 多彩な資料で浮き彫りにす る。 姫
路城世界遺産登録日の１２月１１日金 は入館
無料。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■ 嚶  嚶 有志グループ展

おう おう

併催 還暦記念 上月通歳条幅展
１２月３日木～６日日、９：００～１９：００／
特別展示室／無料 ※初日は１３：００～
書作品を展示す る。
■問 上月　☎０７９‐２３２‐１４２０

■第1 7回 玄耀書道会学生展・一般小作品展
１２月１１日金～１３日日、１０：００～１７：００／
第１・第２・第３・第４展示室／無料
学生の部では１年間の練習成果を、一般の
部では古典の臨書や座右の銘、漢詩句など
バラエティ に富んだ書を展示す る。
■問 玄耀書道会兵庫支部
　☎０７９‐２３９‐９０９０（井上）

■兵庫県写真作家協会公募展移動展
１２月２２日火～２７日日、１０：００～１７：００／
第１展示室／無料 ※初日は１２：００～
写真作家協会公募展の入賞・入選作品を
展示す る。
■問 兵庫県写真作家協会
　☎０７９‐３３６‐１７５６（谷口）
　
  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

鑑　賞
しま し た

知っている曲が多く、 聴いていて楽 しかったです 。 ひさ しぶり に心が
癒されました。（姫路市 T・Mさん）　近所 に住ん でいますが初めて来ました。 チェロ の音が心 に響き渡り涙が出ました。 毎回訪れたいです 。（姫路市 Y・Yさん）　もともとチェロ の音色が好きなので、 バッハの無伴奏チェロ 組曲が聴 けて嬉 しかったです 。（明石市 U・Kさん）　生
演奏 に飢え ていました。 息遣いや体温、 エネルギーなんかは生演奏です！（姫路市 匿名）　座席 に貼ってあるシー ルがおも しろく、 和みました。（姫路市 匿名）　チェロ はあまり好きではなかったのですが、 生の演奏を聴いてもっと聴いてみたいと思いました。（姫路市 匿名）

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～」（ 10/ 3）

■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/

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ご確認ください。

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。

黒田清輝《若い青年の肖像》
1891年

御坊人形

昨年の様子

故・山名氏の制作風景

※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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展示・アート／イベント

■ 2020ア ー トキャンプ「凧づくり 教室」
１２月１９日土９：００～１２：００／会議室／５００円
（定員２０名、１２月１０日木 までに申込）
「日本の凧の会」会員の石井福良さんの指
導で和凧をつくり、工芸館で揚げ る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  好 古 園  
■好古園 紅葉会
１２月６日日 まで、９：００～２０：００／ 一般３１０円、 
小・中・高生１５０円
心をうるおす錦秋の美を楽しむ恒例の紅葉
会。今年は連日ライトアップを実施す る。
■問 好古園　☎０７９‐２８９‐４１２０
　
  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
「はやぶさ2 地球帰還」
１２月２日水～２６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
小惑星「リ ュウグウ」の欠片が１２月に地球に
やってくる予定に合わせ、小惑星探査機「は
やぶさ ２」の道のりをたど る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１

■ プラネタ リ ウ ム全天映画 A・B
「 HA Y ABUSA 2 ～REBORN～」
１２月２日水～２０２１年５月１０日月、平日１１３：
５０～ ２１６：００～、学校休業日１１２：４５～ ２
１４：５５～／一般５２０円、小・中・高生２１０円
困難を乗り越え て数  々のミ ッションを成功させ
た「はやぶさ ２」の道のりを、小惑星「リ ュウグ
ウ」で見つけたものもあわせて迫力の CG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 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」 ことを再体験。 宇
宙から生まれ てきたわたしたちの命の軌跡を
たどる。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１

■ プラネタ リ ウ ムC D コ ンサー ト
「 プラネ de ク リス マス 2020」
１２月２０日日１６：００～１６：４５／一般５２０円、
小・中・高生２１０円
ク リス マ スをテーマにした音楽と美しい星空
を楽しむ。
■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。
■だれ でもカンタン ！ ハーバ リ ウ ム教室
１２月６日日１３：００～１５：００／１,５００円（定員
１５名）※小学生は保護者同伴で参加可
身近な草花を使ったハー バ リ ウ ムの作り方を
体験す る。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

■1 2月平日ガイ ドウォーク
１２月２４日木１０：００～１２：００／３００円（定員２０
名）※小学生以下は保護者同伴で参加可
森の北側まで約２キロを歩く。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

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33回
チャ リ ティーのためのミ ニアチュー ル展
１２月５日土～２０日日、１０：００～１８：００／無料
約１４０名の作家が小作品３００点余りを出品
す る恒例のチャ リ テ ィー展。収益金の一部は
国連WFP、県内の心身障害者施設や盲導
犬協会へ寄付される。

■問 ルネッサンス・ス クエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２
　
  ギャラ リ ー ランズエン ド（南八代町）  
■紙のオブジ ェ展
１２月６日日～１９日土、１１：００～１８：００／無料
「紙」 をテーマにした企画展。 田中広幸さん、
吉本直子さん、志村陽子さん、小林雅子さ
んがそれぞれの コ ンセプトや技法で制作し
た作品を展示す る。
■問 ギャラ リ ー ランズエンド
　☎０７９‐２９１‐２２０８

　
  パ ル ナソスホー ル  
■チェン バ ロ 講座
「課題曲ワークショップ」（聴講）
１２月２６日土１８：００～／聴講料３,０００円（要
申込）
ラモー：クラヴサン曲集より 組曲 ホ短調
（ベーレンライター版かピュピトル版）を課題
曲としたグ ループレッスン。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
務める。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１
　
  書写の里・美術工芸館  
■姫路こま製作体験教室
１２月１６日水１１０：００～１２：３０２１３：３０～１６：
００／工芸工房／３,０００円（定員各２名、１２月
７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

　
  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。
■問 埋蔵文化財センター　☎０７９‐２５２‐３９５０
　
  市立手柄山温室植物園  
■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、 １２月１３日日 には展示説明
会を開催す るほか１２月１９日土・２４日木 には
カラーベルの演奏も（いずれも１１：００〜）。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■第三回 一般作品展「切り絵展」
１２月１日火～２７日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
百人一首や花、自然などをテーマにしたステ
ンドグラ スのような切り絵作品約２０点を展示
す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００
　
  姫路科学館  
■特別展「科学とア ー トの驚き館」
１２月１８日金～２０２１年１月２５日月、９：３０～
１７：００／１階特別展示室／一般３００円、小・
中・高生２００円
錯覚を利用し た視覚トリ ックで平衡感覚や大
きさの認識、色彩に対す る感覚などを揺さぶ
るアートを展示す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
　
  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～
２０２１年１月１７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
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
２０２１年２月１６日火 まで、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  
■染付 − 麗 しの青 − ／
冬の風景 そ し て春へ
２０２１年２月２８日日 まで、 １０：００～１８：００／高
校生以上３００円

イ ベ ン ト E vent

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（2月号なら12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。

姫路こま完成品

昨年の会場風景
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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。

■ミ ニ門松をつくろう
１２月２７日日９：３０～１２：００／１,５００円（定員
１５名）※小学生は保護者同伴で参加可
桜山公園で間伐した竹材を使って小さな門
松を作る。小学生以上対象。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０
　
  県立歴史博物館  
■れき はくアカ デミー
「播但線の敷設過程 − 考古学的考察 −」
１２月６日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル／
無料（定員先着５０名）
同館学芸員の鈴木敬二さんが研究成果を
発表す る。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
　
  市 民 会 館  
■骨髄バ ンクチャ リ ティ映画会
「長いお別れ」
１２月７日月 １１０：３０～ ２１４：００～／大ホー
ル／一般１,０００円、小・中・高生５００円（定員
各３５０名、当日券なし）
父の７０才の誕生日に帰省した娘たちが知っ
たのは、厳格な父が認知症になったという事
実だった。父の発症により自分自身の人生と
向き合うことになる家族の ７年間を、優しさと
ユーモアたっぷりに描く希望に満ちた物語。
蒼井優、竹内結子、山崎努 他の出演。
■問 姫路地区骨髄バンク推進センター
　☎０７９‐２９８‐９４４７
　
  市立手柄山温室植物園  
■アロ マ イ ベ ン ト
１２月９日水・１２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
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■西田理恵が講師をつとめる
神戸新聞文化センター K CC
朗読講座合同発表会
１２月１２日土１２：３０～１６：００／ア ー トホー ル
／無料
フリ ーアナウンサーでFMゲンキパーソナ リ
テ ィの西田理恵さんが講師を務める朗読講
座受講生の合同発表会。西田さんの朗読
披露も。
■問 姫路K CC　☎０７９‐２８１‐７５６６
　
  県立ゆめさきの森公園  
■野草でフラワーア レンジ メ ン ト
１２月１３日日１０：００～１２：００／４００円（定員２０
名）
園内に咲いている花や野草で季節感あふ
れるアレンジを楽しむ。 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

■正月飾 り の リ ー スを作ろう
１２月１９日土１０：００～１４：００／４００円（定員１５

イベント／募集
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名、要申込）
小学４年生以上対象。公園内の田んぼで刈
り取ったもち米の藁を使ってリ ー ス（しめ飾り）
を作る。 弁当、 飲み物、 剪定ばさみ、 水引き
などの飾り（あれば）を持参。
■問 県立ゆめさきの森公園
　☎０７９‐３３７‐３２２０

■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 ィションを経て音楽劇「シンデレラ」
を製作し、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
■オ ルガン講座「1日体験」
２０２１年１月２４日日【A（小・中生）】１３：００～
１４：３０【B（どなたでも）】１５：００～１６：３０／
パルナソスホール／講師：長田真実さん
（パルナソスホールオ ルガニスト）／２,０００
円／定員各８名程度／１２月１日火 から２０２１
年１月１１日祝 までに申込※必着
オルガンに興味のある小学生以上対象。当
日は客席で保護者や一般の観覧も可能（観
覧料５００円、要申込）。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■2020好古園フォ トコ ンテス ト
募集期間：１２月１８日金 まで※必着
好古園の四季の風景を題材とし、２０２０年
１月１日以降に撮影した自作未発表作品が
対象で、１人３点まで応募可。入賞作品は
２０２１年１月２３日土 から ２月１４日日 の期間に
好古園内潮音斎ロビーで展示。優秀作品に
は賞状および副賞、記念品を贈呈。
■問 好古園　☎０７９‐２８９‐４１２０

■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

■姫路市吹奏楽団 団員
練習：毎週水・土曜日、１７：３０～２１：３０／花
の北市民広場／団費：月額一般３,０００円、
高校生１,０００円※半年分前払い
高校生以上で吹奏楽の経験があり、週２回
の練習に参加可能な方を募集。詳細はホー
ムページを参照。
■問 姫路市吹奏楽団　☎０７９‐２３６‐６７５５
　ht tps:/ /www.himesui1 971.com

■姫路文学館 コ ンサー ト
ボランティア出演者
開催日時：主に土・日・祝日、 １０：００～１７：００
の間の３０分～１時間程度
姫路文学館講堂、望景亭などで実施す る コ
ンサートの出演者を募集。特別展・企画展に
ちなんだ内容の曲や演目、民族楽器など珍
しい楽器の演奏を歓迎。出演者は選考により
決定。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８

■手柄山温室植物園 一般作品展2020
食虫植物を描いた絵手紙、羊毛フ ェルトで
作ったサボテン、冬を詠んだ短歌など、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

※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

鑑　賞
しま し た

このすごい音を本当にお一人で出され ているのかと驚きでした ！ オーケス トラのようで圧倒されました。（西宮市 S・Mさん）
オ ルガンの ロマン派の曲は ほとんど知らなかったので新鮮でした。 とてもよく練 られたプロ グラムを素晴 ら しい演奏で聴 けて、 とても幸せです 。（姫路市 O・Eさん）　長田さん、 かっこよかった ！ 家の近くに パイプオ ルガンがあることに感謝です 。（姫
路市 匿名）　「赤とん ぼ」 のような和の音楽もよく合っていましたが、 最後の “これぞパイプオ ルガン” というような曲もあり大変よかったです 。 また来たいです 。（神戸市 匿名）　情景が浮かん できて、 映画を観ているような気分 になりました。（匿名）

オ ルガンシ リ ー ズ V ol ．6 長田真実オ ルガン リ サイ タ ル（ 10/17）

新 刊 紹 介

日本玩具博物館学芸員
の著者が、同館が所蔵
する２０世紀の「世界の
民芸玩具コレクショ
ン」の中から５６種類を
選び、それぞれについ
て鮮やかなカラー写真
と解説で紹介した１冊。ほかにも民芸玩具を数
多く有する中国、ドイツなど５つの国を取り上
げ、それぞれの歴史と現状なども紹介している。
■問 日本玩具博物館　☎079−232−4388
　（3,000円＋税）

世界の民芸玩具
尾崎織女・著

姫路文化賞発表
播磨地域の文化関係者らで構成する「姫
路地方文化団体連合協議会」（姫路文連）
が地域の文化発展に貢献した個人・団体
を顕彰する「姫路文化賞」「文化功労賞」、
将来性のある活動をたたえる「黒川録朗
賞」を発表しました。受賞者は次のとお
りです。

姫路文化賞

 樋 　 口 　 由  紀  子 さん（川柳）
ひ ぐち ゆ き こ

 三 　 浦 　 信 　 一 さん（木工芸）
み うら しん いち

 大 　 西 　 崇 　 与 さん（日本画）
おお にし たか よ

 尾 　 崎 　 織 　 女 さん（民芸玩具学芸員）
お さき あや め

文化功労賞

 窪 　 田 　 泰 　 子 さん（古書店主）
くぼ た やす こ

 土 　 田 　 景 　 介 さん（声楽・合唱指導）
つち だ けい すけ

 坪 　 田 　 昌 　 之 さん（彫刻）
つぼ た まさ ゆき

 山 　 中 　 歩 　 夢 さん（ピアノ）
やま なか あゆ む

黒川録朗賞
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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）。

■ 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。

1 2 月号友の会ニュース 

文化センター、パルナソスホール、キャスパホールは12月29日（火）から1月3日（日）まで休館いたします。年末年始休館のお知らせ

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

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

※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　　名一般発売日会員発売日

一般 3,500円
高校生以下 1,000円 （全席指定）

一般 3,150円
高校生以下 900円 （全席指定）

文化センター
大ホール

2021年
2月20日（土）
14：00～

サイトウ・キネン・オーケストラ
ブラス・アンサンブル

2021年
1月21日（木）

2021年
1月19日（火）

前売券の発売開始
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パ ルナソ ス 朝のハーモニー
№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～
2台ピアノで魅せる迫力のステージ

■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。

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：タイプライター
　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

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。

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 ！

「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

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

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。
※公演時間は約30分です。

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

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

2021年1月9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、12月7日（月）から2021年
1月8日（金）までに電話で申込）

荒川留璃沖本みなみ

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、12月11日（金）までにパルナソスホールへ電話で申込）

№226 ヴァイオ リ ン コ ンサー ト

今村佳奈長谷川護

ヴァイオリンとピアノが織りなす音色
出演／沖本みなみ（ヴァイオリン）、荒川留璃（ピアノ）
プログラム／
　エルガー：朝の歌
　ベートーヴェン：
　　　　　　　ヴァイオリン
　　　　　　　ソナタ 第8番
　ブラームス：ヴァイオリン
　　　　　　　協奏曲より
　　　　　　　第1楽章 他
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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.405文化情報 姫路 1 2月号
2020 年11 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。

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

三浦紘朗

今岡淑子坂口裕子

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 第1番 ト長調
　　　　　　J．S．バッハ： ヴァイオリンと通奏低音の ためのソナタ
　　　　　　　　　　　　 ト長調 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

サイ トウ・キネン・オーケ ス トラ
ブラス・ア ンサンブ ル

小澤征爾が絶大な信頼を寄せる
サイトウ・キネン・オーケスト
ラの金管奏者と打楽器奏者12
名で結成したブラス・アンサン
ブルの全国ツアー。本格的なク
ラシックから親しみやすいポッ
プスまで、幅広い楽曲をオーケ
ストラのような重厚・荘厳・華
麗なサウンドでお届けします。

プログラム／Ｇ．フォーレ：パヴァーヌ Op．50
　　　　　　Ｌ．ヤナーチェク：シンフォニエッタ J W VI/18より
　　　　　　　　　　　　　　 ファンファーレ 他

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

2021年2月20日（土） 14：00～／文化センター 大ホール／
一般 3,500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。
※2021年1月21日（木） 発売開始［友の会 1月19日（火）］

小澤征爾が絶賛する
世界・日本のトッププレイヤーが姫路に集結

Ⓒ OMF2017 Michiharu Okubo
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