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姫路文連 「黒川録朗賞」 を受賞。 
将来が期待され る演奏家

ピ ア ニス ト　 山  中   歩  夢  さん
やま なか あゆ む

　姫路では「パルナソス 朝のハーモニー」などに出演し
ており、県立姫路西高音楽部と市立広嶺中学校コーラス部
の「ジョイントコンサート」にもたびたびゲスト出演して
います。２０１８年の同コンサート出演がきっかけで、昨年８
月にはキャスパホールでのソロリサイタルが実現。「いつか
ソロで姫路で、という夢はあったけれど、なかなか踏み出
せなかった。ほんとうにありがたかった」と話します。
　２月２１日日には国際ゾンタ ＳＥＮ 姫路ゾンタクラブ主催

せん

の「第７回 ステラ・ケ・ブリラ」に出演。４度目となる
今回は、ピアノデュオとヴァイオリンデュオを披露します。
２８日日には「高校のときからの知り合い」という池内 響
さんのリサイタルで伴奏を担当。また４月２５日日には文化
センター 大ホールで姫路交響楽団の定期演奏会に出演し、
グリーグのピアノ協奏曲を演奏します。「中学生の吹奏楽コ
ンクール、高校の文化祭。思い出のあるホールが今年いっ
ぱいで閉館と聞いたので、最後に演奏できてうれしい」。
　昨年は将来性のある活動をたたえる姫路地方文化団体連
合協議会「黒川録朗賞」を受賞。「弾きたい曲がたくさんあ
るし、まだまだこれから上手になれそうな気がする。共演
のお声をかけてくださる方、演奏できる場を与えてくださ
る方、聴きに来てくださる方々に感謝し、僕でお役に立つ
なら全力でお引き受けしていきたい。みなさんが聴きたい
曲、僕が聴いてほしい曲をバランスよく織り交ぜて、クラ
シックを身近に感じていただける橋渡しができれば」と話
しています。

※２月の演奏会の詳細は６ページをご覧
ください。こちらのQRコードからもア
クセスできます。

　ソロのピアノ奏者としてだけでなく室内楽や伴奏、オー
ケストラの客演奏者としても活躍し、東京藝術大学ピアノ
科講師を務めるなど後進の指導にもあたっている山中歩夢
さん。現在は神戸を拠点としていますが、２月に姫路で２
つの演奏会に出演、４月には姫路交響楽団と共演します。
　５才でピアノを始め、中学校に上がるタイミングで姫路
へ。市立安室中学校吹奏楽部でチューバを担当するかたわ
ら明石のピアノ教室へ通っていました。県立西宮高校音楽
科の受験を勧められますが、普通科を希望し県立姫路西高
校へ。入学直後「やっぱりピアノをやりたい」と考えるよ
うになりました。「父の転勤が多く、僕はいつも『ピアノが
弾ける転校生』。２年ごとに友だちがリセットされるなか
で、自分らしさを証明するものがピアノだった」と振り返
ります。
　２年生のときに出場した第５９回全日本学生音楽コンクー
ル大阪大会で第２位を受賞、両親の心配をよそに東京藝術
大学へ。 「初めて音楽の話ができる友だちができた。 高校の
ときは『ようわからんけど、まあがんばれよ』という感じ
だったので（笑）」。
　大学院修了後はハンガリー国立リスト・フェレンツ音楽
大学へ。リストの精神を受け継ぐ音楽院ゆえ「リストばか
り勉強してリストばかり弾いていた」。ソロの楽しみを味わ
う一方で、民俗音楽研究家でもあった作曲家バルトークの
作品にも惹かれるようになりました。「ハンガリーに昔から
伝わる民謡をもとに音楽話法を確立した人。その国独自の
音楽に取り組めたことは大きな経験になった」といいます。
ソリスト課程を最優秀の成績で修了、オランダのユトレヒ
トで開催された第１１回リスト国際ピアノコンクールでセミ
ファイナリストに残るなど結果を残し、２０１７年に帰国しま
した。
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　昨年１２月１３日、パルナソスホールで「姫路市ジュニアオー
ケストラ」のお披露目会が開かれました。このオーケストラ
は姫路市文化国際交流財団芸術監督・池辺晋一郎さんの発案
で８月に結成されたもので、財団と「音楽フレンドシップ協
定」を締結している日本センチュリー交響楽団の団員を講師
に迎え、練習に励んできました。
　小学４年生から２５才までの団員約４０名が地元を中心に活動
するプロ奏者やエキストラとともに出演し、J．シュトラウス
２世「雷鳴と稲妻」、L ．アンダーソン「ブルー・タンゴ」、久
石 譲「オーケストラストーリーズ となりのトトロ」より、
の３曲を披露。終演後、名誉団長の清元秀泰姫路市長は「一

小節、一小節に、打ち込んできた想いがこもっていた。芸術
や文化は人間性を取り戻すために欠かせないもの。これから
も市民のみなさんに素晴らしい演奏を届けてほしい」とエー
ルを送りました。
　指導者の一人で指揮を務めた木下麻由加さんも「いい演奏
ができた」と笑顔に。「『となりのトトロ』メドレーの途中で
拍手が沸き起こったとき、『ああ、（みんなの想いが）伝わっ
たんだな』とうれしく思った」と手ごたえを感じた様子。コ
ンサートミストレスの犬塚彩乃さんも「４カ月でよくここま
で… と感動している。このオケの武器は若さとパワー。聴い
てくださった方に元気になってもらえるよう、力を合わせて
進んでいきたい」と話していました。
　財団の担当者は「ようやくスタート地点に立てて、感無量
です。今回は団員の保護者と関係者のみを招きましたが、実
質的なデビューとなる第１回定期演奏会には多くの方にお越
しいただきたい。『アクリエひめじ』での演奏会、著名な演奏
家との共演など、全国に活動の場を広げていきたい」と抱負
を語りました。
　生まれたての  「姫路市ジュニアオーケストラ」。  これからの
活動に、ぜひご注目ください。

※関連情報を６ページに掲載しています。

■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
初の「お披露目会」で練習の成果を披露

　県立歴史博物館で特別企画展「絵そらごとの楽しみ」が開
かれています。
　さまざまな景色や人、いきものが描かれている江戸時代の
絵画を展観。そこに重ねられている現実とは異なるイメージ
や、投影されている人びとの理想とする姿など、絵の中に隠
されている当時の「絵そらごと」を読み解いてもらい、作品
をより深く楽しんでもらおうという企画展で、一般的な美術
展とはまた違った、歴史博物館ならではの切り口になってい
ます。
　展示は、四季折々の景物や人びとの営みを描いた作品を紹
介する「四季と人びと」、実在の場所を描く作品のなかの“絵
そらごと”を探る「名所の風景・都市の景観」、心遊ばせる理
想郷のイメージが投影された山水画の世界を紹介する「山水
にあそぶ」、造形的なおもしろさなどの観点から動物を描い

た絵画の魅力に迫る「いきものづくし」、屏風や巻物に描かれ
た物語を読み解く「『そらごと』をえがく」の５つのテーマで
構成されています。　
　展示品は館蔵・寄託品を中心に構成されており、特に注目
されるのが一の谷合戦にまつわる 鵯越 の坂落としなどのエピ

ひよどりごえ

ソードが盛り込まれた大迫力の《源平合戦図屏風》。ほかにも
姫路藩主・酒井忠以（宗雅）が描いた
《兎図》などの名品のほか、明石出身の画
家・石田幽汀の《四季風俗図屏風》など
の“ひょうごゆかり”の絵画およそ７０点
が展観されています。
　「江戸時代の人たちが、これらの作品
をどういう感覚でみていたのか、造形的
な面白さも含めて楽しんでいただけたら
と思います。特に当館では貴重な絵画作
品を所蔵しながら、これまでなかなか展
示する機会がなかったので、一堂にご覧
いただけるまたとないチャンスではない
でしょうか」と、担当学芸員の山口奈々
絵さんは話しています。

※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

県立歴史博物館で特別企画展「絵そらご との楽 しみ」

《源平合戦図屏風》兵庫県立歴史博物館蔵

酒井宗雅《兎図》
兵庫県立歴史博物館蔵
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★ についての詳細は6ページ以降に掲載しています。

※新型コロナウイルス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。

（
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問　合　せ　先料　　金場　　　所開終演時間催　　　物　　　名日

消費生活センター　０７９‐２２１‐２５１９無料キャスパホール１３：００～１５：００令和２年度 姫路市生活学級合同修了式・消費生活講演会３（水）
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 ～冬の小鳥を見よう～７（日）
民謡集団「鯱」　０９０‐７１０３‐０９１８無料文化センター 小ホール１３：００～１６：００民謡集団「鯱」 第１７回修了演奏会７（日）
県立歴史博物館　０７９‐２８８‐９０１１３００円県立歴史博物館 地階ホール１４：００～１５：３０★歴史講演会「姫路藩大目付亀山雲平の生涯」７（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１０（水）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１，５００円（要申込）自然観察の森１０：００～他１回★ハーバリウム教室１１（祝）
フルーレットバレエ　０８０‐１５１０‐２２８３無料キャスパホール１７：００～２０：００Fleuret te Ballet 勉強会１１（祝）

姫路市文化国際交流財団 振興課
０７９‐２９８‐８０１５無料（要申込）キャスパホール１２：００～１３：００★

音楽のまち・ひめじ 特別企画 ランチタイムコンサート
V ol．１ 関西フィルハーモニー管弦楽団メンバーによる
チェロ四重奏

１２（金）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００★２月土曜ガイドウォーク ～冬の森のたくましい姿～１３（土）
県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０４００円県立ゆめさきの森公園１０：００～１２：００★野草でフラワーアレンジメント１３（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
№ ２２７ ヴァレンタイン オルガンコンサート１３（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１３（土）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１観覧料 ５００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」１３（土）
自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１組 １，０００円（要申込）自然観察の森 ９：３０～他３回★親子でキノコの駒うち体験１４（日）
坂東　０７９‐２９７‐３１２９無料（要整理券）坂東大蔵宅１３：００～１５：３０★坂東大蔵舞踊教室 第６０回新春舞踊研究会１４（日）
面白山児童センター　０７９‐２９４‐３３４５無料文化センター 大ホール１３：３０～１６：００第５４回 姫路市ヴァイオリン教室発表会１４（日）

県立歴史博物館　０７９‐２８８‐９０１１３００円県立歴史博物館 地階ホール１４：００～１５：３０★地域講演会
「たたら製鉄について ― 宍粟・佐用を中心に ―」１４（日）

キャスパホール　０７９‐２８４‐５８０６７００円キャスパホール１４：００～１６：００★懐かしの洋楽ヒットパレード
第１７回 ～身も心も温まるこの洋楽～１４（日）

生涯現役推進室　０７９‐２２１‐２９８６無料文化センター 大ホール ９：３０～１５：００第４６回 姫路市高齢者芸能発表会１６（火）

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１７（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１７（水）

姫路文学館　０７９‐２９３‐８２２８無料姫路文学館１０：００～１７：００★如月まつり
１８（木）
１９（金）

ふくだむらさき音楽事務所
０７９‐２３０‐４１７１

一　般　１，８００円
１８才以下　９００円キャスパホール１３：００～１４：００★超絶技巧曲演奏会Ⅱ２０（土）

ふくだむらさき音楽事務所
０７９‐２３０‐４１７１

一　般　１，０００円
１２才以下　５００円キャスパホール１５：３０～１６：１０★音楽であそぶ ！  むかし話２０（土）

国際ゾンタSEN姫路ゾンタクラブ
０８０‐５１７２‐０６９３（井野）高校生以上 ５００円パルナソスホール１３：３０～１６：３０★第７回 ステラ・ケ・ブリラ ― 輝く星 ―２１（日）

姫路オペラ協会　０７９‐２９３‐４２４６（成尾）１，５００円キャスパホール１４：００～１６：００★アンサンブルとアリアの愉しみ ～希望の春を待ちながら～２１（日）
西播朝鮮初中級学校　０７９‐２９３‐１１５１無料文化センター 小ホール１３：００～１６：３０西播朝鮮初中級学校 第７３回学芸会２３（祝）

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ４，０００円
高校生以下 ２，０００円パルナソスホール１４：００～１６：００★ピアノデュオリサイタル ～４手が奏でる名曲の世界～２３（祝）

姫路市文化国際交流財団 振興課
０７９‐２９８‐８０１５無料（要申込）キャスパホール１２：００～１３：００★

音楽のまち・ひめじ 特別企画 ランチタイムコンサート
V ol．２ 大阪フィルハーモニー交響楽団メンバーによる
フルート四重奏

２４（水）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００★２月平日ガイドウォーク ～春の息吹を感じる森～２５（木）
サークルさえずり　０７９‐２３２‐８０４５
（市立図書館香寺分館・村上）無料姫路文学館 講堂１３：３０～１５：００★朗読会「海外小説を読む」２７（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１４：００～１５：２０★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２７（土）

松田　０９０‐３６５９‐３６５６無料キャスパホール１３：００～１７：００★日本歌曲・オペラ・尺八の調べを愉しむ ヒ・ト・ト・キ♪２８（日）
池内　０９０‐７３５２‐６２８６２，５００円文化センター 小ホール１４：００～１６：００★池内 響 バリトンコンサート「故郷に寄せて」２８（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
「オリオン座の魅力」

１（月） 
～２８（日）

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～」 ※５/１０（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」

１６：００～１６：４５プラネタリウムCDコンサート
「プラネ de バレンタイン２０２１」１４（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。

（
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無料姫路市立美術館 企画展示室１０：００～１７：００★第７４回 姫路市美術展～２/ ７（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★鉄（くろがね）の技と美

― 姫路市立美術館の刀剣 ―～２/ ７（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
★

エアプランツとその仲間展～２/１４（日）

１１：００～●展示説明会２/ ６（土）・１３（土）

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～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～２/２８（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」～３/２１（日）

無料姫路文学館 講堂１３：３０～１５：００●展示解説会２/１４（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 小野 勉」～４/ ２（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
展示室 A・B・C、 企画展示室、
一般展示室

１０：００～１７：００
★

冬季特別展示
「今森光彦 ― 自然と暮らす切り紙の世界 ―」～４/ ４（日）

１１：００～他１回●展示解説会２/１４（日）・２８（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

「和歌山県の諸玩具」～４/ ８（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 ―」～４/１１（日）

平和資料館　０７９‐２９１‐２５２５無料平和資料館 ９：３０～１７：００★収蔵品展～４/１８（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「溝口廃寺」～５/３０（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３５回 未来を描く科学絵画展１/３０（土）～ ２/２１（日）

県立歴史博物館　０７９‐２８８‐９０１１

一　般 ５００円
大学生 ３５０円県立歴史博物館１０：００～１７：００

★

特別企画展「絵そらごとの楽しみ
― 江戸時代の絵画から ―」１/３０（土）～ ３/２１（日）

無料

県立歴史博物館 １階ロビー１０：００～他１回●ワークショップ
　「ミニかけじくをつくろう」２/１１（祝）

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
　「江戸絵画の絵そらごと」２/２１（日）

県立歴史博物館１１：００～●展覧会ガイド２/２７（土）

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★雛まつり ～江戸と明治のお雛さま～１/３０（土）～ ４/１１（日）

甲本　０９０‐９７１５‐３４５０無料市民ギャラリー 特別展示室 ９：３０～１７：３０★甲本喜胤 水彩画展「バラ２０２１」２/ ２（火）～ ７（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５回 東日本大震災支援文化展「連」２/ ６（土）～ ２１（日）

姫路市立水族館　０７９‐２９７‐０３２１一　 般 ５２０円
小・中生 ２１０円姫路市立水族館 ９：００～１７：００★企画展「骨ばっかり ！！

～あなたに会いたい骨がいます～」２/ ６（土）～ ３/２８（日）

県立姫路工業高校デザイン科
０７９‐２８４‐０１１１（道田）無料

市民ギャラリー
特別・第１・第２・第３・第４展示室

 ９：００～１８：００★第５８回
兵庫県立姫路工業高等学校デザイン科作品展

２/１０（水）～ １４（日）

市民ギャラリー
アートホール２/１１（祝）・１３（土）・１４（日）

小倉　０８０‐５３３７‐１１６６無料市民ギャラリー 第３展示室 ９：００～１８：３０★小倉早智恵 個展 ― ２０２０ ―２/１７（水）～ ２１（日）

大西　０９０‐７８７０‐９９１９無料市民ギャラリー 第２展示室１０：００～１８：００★絶景 姫路城 写真集出版記念
大西義和写真展２/１８（木）～ 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
★

クリスマスローズ展２/２０（土）～ ３/ ７（日）

１１：００～●展示説明会２/２１（日）・２８（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★第４回一般作品展

「丸紙皿と布で描く絵手紙展」２/２０（土）～ ３/ ７（日）

姫路城写真倶楽部
０９０‐３８４１‐５５７９（島内）無料市民ギャラリー

第３・第４展示室１０：００～１８：００★姫路城写真倶楽部２０２１写真展
～播磨國歳時記～２/２３（祝）～ ２８（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
※２/７（日）まで

■ 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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姫路市ジ ュニアオーケ ス トラ 団員を追加募集PICK UP

　
  キャスパホー ル  
■超絶技巧曲演奏会Ⅱ
２月２０日土１３：００～１４：００／一般１,８００円、
１８才以下９００円
福田紫妃さん（ヴァイオリ ン）、橋詰智博さん
（ピア ノ）が出演す る１００席限定の演奏会。エ
ルン スト：シ ューベルト「魔王」変奏曲、ショパ
ン：英雄ポロネー ズ などの超絶技巧曲を披
露す る。
■問 ふくだむらさき音楽事務所
　☎０７９‐２３０‐４１７１

■音楽であそぶ ！  むか し話
２月２０日土１５：３０～１６：１０／一般１,０００円、
１２才以下５００円
「ももたろう」「うさぎとカメ」を童謡やクラシッ
ク 、 オペラ、 ジャズ、 ロック、 ゲーム音楽風とさ
まざまなジャン ルの曲調に変え て演奏す る。
■問 ふくだむらさき音楽事務所
　☎０７９‐２３０‐４１７１

■アンサンブ ルとア リ アの愉 しみ
～希望の春を待ちながら～
２月２１日日１４：００～１６：００／１,５００円
姫路オペラ協会に所属する演奏家によるコ
ンサート。ヨーロッパの有名なオペラアリ アや
歌曲を独唱および重唱で演奏す る。
■問 姫路オペラ協会
　☎０７９‐２９３‐４２４６（成尾）

■日本歌曲・オペラ・尺八の調べを愉 しむ
ヒ・ト・ト・キ ♪
２月２８日日１３：００～１７：００／無料

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（4月号なら2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

　
  文化セ ンター  
■池内 響 バ リ トン コ ンサー ト
「故郷 に寄せて」
２月２８日日１４：００～１６：００／小ホー ル／
２,５００円
イタ リ ア留学を終え、故郷の姫路に帰ってき
た池内 響さんによるオペラのアリ アとイタ リ ア
歌曲を中心としたソロ リ サ イ タ ル。曲目はG．
プッチーニ：私の家、 私の家よ、 W . A . モーツァ
ルト：手への口づけで、G．ヴ ェルデ ィ：歌劇
「仮面舞踏会」より“お前こそ心を汚すもの”
他。ピア ノ は山中歩夢さん。
■問 池内　☎０９０‐７３５２‐６２８６
　
  パ ル ナソスホー ル  
■第7回 ステラ・ケ・ブ リ ラ − 輝く星 −
２月２１日日１３：３０～１６：３０／高校生以上５００
円
音楽大学在学生や、地域で活動す るフレッ
シ ュな音楽家を応援す るチャリ テ ィーコ ンサー
ト。 青少年育成ステージ 、 コ ラボ・セッション ス
テージ 、ザ・クラシック ステージの３部構成で、
ピア ノ、 声楽、 津軽三味線、 トランペット、 ヴ ィ
ブラフォンなどの演奏家が出演す る。
■問 国際ゾンタ  SEN 姫路ゾンタクラブ

セ ン

　☎０８０‐５１７２‐０６９３（井野）
■ ピア ノ デ ュオ リ サイ タ ル
～4手が奏でる名曲の世界～
２月２３日祝１４：００～１６：００／一般４,０００円、
高校生以下２,０００円
姫路市在住のピア ニスト丸山聡美さん、内
藤裕子さんが出演す る演奏会。曲目は G．ア
ン ダ ーソン：ビゼーの主題によるカル メ ン幻想
曲、A．ボロデ ィン：歌劇「イーゴリ公」より
“ダ ッタン人の踊り” 、 G．ホル スト：組曲 「惑星」
より“木星”他。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２

歌と尺八のコラボレーション演奏会。二宮周
平さん（バ リ トン）、滝口小夜子さん（メ ゾソプ
ラノ）、松田奉山さん（尺八）他の出演で「荒
城の月」 「浜辺の歌」 などの日本歌曲、 オペ
ラア リ アやカンツォーネを演奏す る。
■問 松田　☎０９０‐３６５９‐３６５６
　
  そ の ほ か  
■アロ ージャズオーケス トラ
２月７日日１５：００～／上郡町生涯学習支援
センタ ー ／ 一般１,５００円、高校生以下８００円、 
大人ペア２,５００円、親子２,０００円（当日２００円
増、ペア券５００円増）
日本プロ ジャ ズ界におけ る老舗ビッグ バンド
の演奏会。 曲目は 「A列車で行こう」 「S ing
S ing S ing」「煙が目にしみる」他。
■問 上郡町生涯学習支援センター
　☎０７９１‐５２‐１１２５

■赤とん ぼ よ永遠 に、露風の母
碧川かた物語のお話と コ ンサー ト
２月２１日日１４：００～／龍野中央公民館／
無料
三木露風の母で婦人参政権獲得の功労者、 
碧川かたをテーマにした CD リ リ ー スを記念
し、お話と音楽、パネル展も同時開催す る。
■問 守谷　☎０７９‐３２２‐２７３１
■舞太鼓あすか組 交流 コ ンサー ト
２月２３日祝１４：３０～／アラベスクホー ル
（加古川市）／一般２,５００円（当日３,０００円）、 
中学生以下１,５００円
■問 加古川ウェルネスパーク
　☎０７９‐４３３‐１１００

■財津和夫 コ ンサー ト2021 All I z z W ell
２月２８日日１７：００～／ ハーモニーホー ル
（赤穂市）／７,０００円
■問 赤穂市文化会館　☎０７９１‐４３‐５１４４

コ ンサー ト Concer t

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8014

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。
見学も随時可能。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
●練 習 会 場／文化センター リハーサル室
　　　　　　　パルナソスホール

「姫路市ジュニアオーケストラ
支援プロジェクト」にご協力を ！
「音楽のまち・ひめじ」事業の一環
として、昨年8月に発足した「姫路
市ジュニアオーケストラ」。ところ
が新型コロナウイルス感染症の影響
で、今後の運営に支障が生じるおそ
れが出ています。
そこで、市民の皆さまをはじめ一人
でも多くの方に支援していただこうと、ガバメントクラウドファンディン
グによる「姫路市ジュニアオーケストラ支援プロジェクト」が創設されま
した。寄付金の9割が大型楽器の購入やリース契約の費用、演奏会の会場
使用料などに充てられ、1割が市の文化振興に活用されます。文化芸術の
明日を担う若者たちの活動の場を維持するため、ぜひご協力ください。
●募集期間　2月28日（日）まで
　※寄付金額に応じた特典があります。
　※寄付金は、ふるさと納税制度による
　　控除の対象となります。

■問  地方創生推進室　☎ 079－221－2834

こちらの
Q Rコードから
アクセスできます。

滝口小夜子二宮周平
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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。

PICK UP 「ア ク リエひめ じ」
利用予約受付を開始 し ています
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舞台／展示・アート

■ 鉄 の技と美 − 姫路市立美術館の刀剣 −
くろがね

２月７日日 まで、１０：００～１７：００／コ レクショ
ンギャラ リ ー／無料
同館が所蔵・寄託す る刀剣の逸品を展示し、 
その独特の美と魅力を紹介す 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」 
３月２１日日 まで、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。
●展示解説会
２月１４日日１３：３０～１５：００／講堂／無料
（定員先着８０名）
担当学芸員が展示のみどころを紹介す る。 
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■甲本喜胤 水彩画展「バラ 2021」
２月２日火～７日日、９：３０～１７：３０／
特別展示室／無料 ※初日は１２：３０～
全国的な水彩画の公募展「水彩人展」で審
査等を務める同人で姫路市在住の水彩画
家・甲本喜胤さんの展覧会。姫路バラ園で
描いた水彩画を中心に約４０点を展示す る。
■問 甲本　☎０９０‐９７１５‐３４５０

■第58回 兵庫県立姫路工業高等学校
デザ イ ン科作品展
２月１０日水～１４日日、９：００～１８：００／特別・
第１・第２・第３・第４展示室、ア ー トホー ル（１１ 
日祝・１３日土・１４日日）／無料
デザ イ ン科３年生の卒業制作作品のほか、
１・２年生の課題作品を展示す る。各種デザ

　
  坂東大蔵宅  
■坂東大蔵舞踊教室
第60回新春舞踊研究会
２月１４日日１３：００～１５：３０／無料（要整理券） 
清元「おまつり」、常
磐津「屋敷娘」をは
じめ、古典から新
曲、端唄など幅広
い演目１５番を上演
す る。
　

■問 坂東
　☎０７９‐２９７‐３１２９
　
  西二階町 七福座  
■七福寄席
２月１７日水 １１２：００～ ２１４：００～／８００円
上方落語協会からプロの噺家２名を迎える。
■問 西二階町商店街　☎０７９‐２２４‐６３４１
　
  そ の ほ か  
■第24回 赤とん ぼ寄席
古希記念 桂南光独演会
２月１４日日１４：００～／赤とん ぼ文化ホー ル
（たつの市）／３,０００円
桂南光、桂千朝、桂紅雀、桂りょう ばの出演
で、演目は当日のお楽しみ。
■問 赤とん ぼ文化ホー ル　☎０７９１‐６３‐１３２２

　
  書写の里・美術工芸館  
■冬季特別展示「今森光彦
− 自然と暮 らす切 り 紙の世界 −」
４月４日日 まで、１０：００～１７：００／展示室 A・
B・C、企画展示室、一般展示室／一般３１０
円、高・大生２１０円、小・中生５０円
世界各地で生きものの生態を追う著名な写
真家で、“切り紙”でも新境地を開拓す る今
森光彦さん。生命力あふれる生きものの姿を
とらえた切り紙と写真作品約１３０点を、自然と
寄り添う今森さんの暮らしとともに紹介す る。
●展示解説会
２月１４日日・２８日日、 いずれも １１１：００～
１１：３０２１４：００～１４：３０／要入館料（定員
先着各１５名）
展示のみどころ について、同館学芸員が
解説を行う。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  姫路市立美術館  
■第74回 姫路市美術展
２月７日日 まで、１０：００～１７：００／企画展示
室／無料
全国から公募した絵画（日本画）、絵画（油
彩画等）、彫塑・立体、工芸、写真、書、デザ
イ ンの ７部門の入賞・入選作品を展示す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８

イ ン、製図、CG、デッサン、油彩、陶芸、木工
などのほか、姫路市皮革協同組合との連携
事業による皮革作品も展示す る。
■問 県立姫路工業高校デザイン科
　☎０７９‐２８４‐０１１１（道田）

■小倉早智恵 個展 − 2020 −
２月１７日水～２１日日、９：００～１８：３０／
第３展示室／無料
２０２０年をテーマに、出会った人、暮らした場
所、過ごした時間に着想を得た３６５枚の連
作を展示す る。
■問 小倉　☎０８０‐５３３７‐１１６６

■絶景 姫路城 写真集出版記念
大西義和写真展
２月１８日木～２３日祝、１０：００～１８：００／
第２展示室／無料
風景写真家・大西義和さんが世界文化遺
産・国宝姫路城の城郭建築美と自然が織り
なす絶景をとらえた作品を展示する。
■問 大西　☎０９０‐７８７０‐９９１９

■姫路城写真倶楽部2021写真展
～播磨國歳時記～
２月２３日祝～２８日日、１０：００～１８：００／
第３・第４展示室／無料
播磨を愛す る地元フォトグラファー１３名が、
四季折 の々姫路城の光景や知られざ る「播
磨の物語」、兵庫五国の絶景などを展示す
る。
■問 姫路城写真倶楽部
　☎０９０‐３８４１‐５５７９（島内）
　
  市立手柄山温室植物園  
■エアプランツとその仲間展
２月１４日日 まで、９：００～１７：００ ／ 一般２１０円、 
６才～中学生１００円
樹木などに着生し、土のない環境や空中で
も育つことができる不思議な植物５０種１５０点
を展示す る。会期中の土曜日には展示説明
会を開催（１１：００〜）。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■ク リ ス マスロ ー ズ展
２月２０日土～３月７日日、９：００～１７：００／
一般２１０円、６才～中学生１００円
クリスマ スローズ愛好家による原種から最新
品種までの３０種１５０点を展示。期間中の日
曜日には展示説明会を開催す る（１１：００〜）。 
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■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」。
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
2021年2月1日2022年3月分

2021年3月1日2022年4月分

※スタジオの利用予約を除く
こちらのQRコードからアクセスできます。

展示・ア ー ト E xhibition・Ar t
※休館日および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。

休館のお知らせ
空調設備等のメンテナンスのため、姫路市立
美術館は２月８日月から３月３１日水まで休館
となります。※前庭は休館期間中も開園（月
曜日を除く）

鑑　賞
しま し た

２ 台 ピア ノの演奏を生で聴くのは初めてでしたが、
音の厚み、 幅があって大変よかった。（姫路市 N・Mさん）　ラフマニノフは聴きごたえがあり、 アンコ ー ルの 「花のワルツ」 もとても軽やかで心がウキウキしました。（姫路市 I・Aさん）　アンコ ー ルの 「くるみ割り人形」 が迫力があり、 ドラマチックな演奏が素敵でした！ ２ 台の
ピア ノが向かい合いお互いの演奏が見えないのに、 素晴らしかったです 。（姫路市 匿名）　ホー ルに大勢の方がいらっ しゃっているのをみ て、 音楽が根ざし ていることに感動 しました。 演奏曲目も親 しみやすくて良かったです 。 素敵なホー ルで、 また訪れたいです 。（熊本市 匿名）

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～」（ 1 2 / 1 2）

舞台 Stage
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展示・アート／イベント

　
  パ ル ナソスホー ル  
■チェン バ ロ 講座「1日体験」（観覧）
２月１３日土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  
■姫路こま製作体験教室
２月１７日水 ①１０：００～１２：３０ ②１３：３０～１６：
００／工芸工房／３,０００円（定員各２名、２月８
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
　
  姫路文学館  
■如月まつ り
２月１８日木・１９日金、１０：００～１７：００
古本市や、参加者にプレゼント（数量限定）
を用意した文学館クイズラリ ーを開催。当日
は常設展・企画展ともに無料。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８

■朗読会「海外小説を読む」
２月２７日土１３：３０～１５：００／講堂／無料
「ティ ファニーで朝食を」で知られる早熟な天
才作家トルーマン・カポーテ ィの短編小説『ミ
リ ア ム』他を朗読す る。
■問 サークルさえ ずり　☎０７９‐２３２‐８０４５
　（市立図書館香寺分館・村上）
　
  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
「オ リ オン座の魅力」
２月１日月～２８日日、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
星座の世界の“有名人” 、オリ オン座のみどこ
ろを紹介す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１

■ プラネタ リ ウ ム全天映画 A・B
「 HA Y ABUSA 2 ～REBORN～」
５月１０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
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

きれいな模様の紙を使って手のひらサイズ
の掛軸を作る。
●れき はくア カ デミー
　「江戸絵画の絵そらごと」
２月２１日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル
／無料（定員先着５０名）
同館学芸員の山口奈々絵さんが研究成
果を発表す る。

●展覧会ガ イ ド
２月２７日土１１：００～／無料
担当学芸員が展示のみどころを紹介す る。 
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
　
  姫路市立水族館  
■企画展「骨 ばっかり ！！
～あなた に会いたい骨がいます～」
２月６日土～３月２８日日、９：００～１７：００／
一般５２０円、小・中生２１０円
さまざ まな生物の骨格標本を展示す るほか、
骨格標本の作り方を紹介。実物に触れられ
る コ ーナーも設け、骨のもつ魅力に迫る。
■問 姫路市立水族館　☎０７９‐２９７‐０３２１
　
  日本玩具博物館  
■牛のおも ちゃ
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
■雛まつ り ～江戸と明治のお雛さま～
１月３０日土～４月１１日日、１０：００～１７：００／
６号館／一般６００円、高・大生４００円、４才以
上２００円
春恒例の雛人形展。５００組を超える コ レク
ションのなかから、飾りの形態や様式が整え
られ ていく江戸時代後期から明治時代に焦
点を当て、江戸（東京）や京阪の町家で飾ら
れ ていた雛人形と雛道具を紹介す 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
２月２８日日 まで、 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。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5回 東日本大震災支援文化展「 連 」

れん

２月６日土～２１日日、１０：００～１８：００／無料
姫路市文化団体連合協議会（姫路文連）が
主催、多彩なアーテ ィストが協力す るチャリ
テ ィー展。収益金は被災地の舞台芸術・音
楽・美術などの個人・団体の文化活動を支
援す る団体に寄付される。
■問 ルネッサンス・ス クエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２

■第4回 一般作品展
「丸紙皿と布で描く絵手紙展」
２月２０日土～３月７日日、９：００～１７：００／
一般２１０円、６才～中学生１００円
花や植物、自然をテーマに丸い紙皿や布を
使って描いた絵手紙約５０点を展示す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００
　
  市役所 市民 ロ ビ ー  
■市民 ロ ビ ー展示
「姫路市展 ゆかり の巨匠 小野 勉」
４月２日金 まで、８：３５～１７：２０／無料
姫路市に生まれ、主に姫路城をモチーフにし
た作品を描き、第４回・第６回の姫路市美術
展では市長賞第二席を取るなど活躍した洋
画家・小野 勉さんの初期の人物画と風景画
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 −」
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

■企画展「溝口廃寺」
５月３０日日 まで、１０：００～１７：００／無料
旧神前郡を代表す る白鳳時代の古代寺院
遺跡で、県史跡にも指定され ている溝口廃
寺跡。これまでに採集された瓦や関連す る
調査成果を紹介す る。
■問 埋蔵文化財センター　☎０７９‐２５２‐３９５０
　
  平和資料館  
■収蔵品展
４月１８日日 まで、 ９：３０～１７：００／２階多目的
展示室／無料
市内外の方 か々ら寄贈を受けた戦争当時の
貴重な資料を紹介す る。
■問 平和資料館　☎０７９‐２９１‐２５２５
　
  姫路科学館  
■第35回 未来を描く科学絵画展
１月３０日土～２月２１日日、９：３０～１７：００／
１階特別展示室／無料
児童・生徒が未来の都市や生活を夢みて描
いた絵画作品を展示す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
　
  県立歴史博物館  
■特別企画展「絵そ らご との楽 しみ
− 江戸時代の絵画から −」
１月３０日土～３月２１日日、１０：００～１７：００／
一般５００円、大学生３５０円
現実とは異なるイ メ ージが重ねられたり、理
想的な姿が投影されたり。誇張や美化といっ
た「絵そらごと」をキーワードに、江戸時代の
絵画を読み解く。
●ワークショップ
　「ミニか け じくをつくろう」
２月１１日祝 ①１０：００～ ②１５：００～／１階 ロ
ビ ー／無料（定員各先着１２名）

イ ベ ン ト E vent

鑑　賞
しま し た

５年以上前にたまたま知って以来、 毎年大阪から観に来ていました。 今回が最後ということで残念です 。 復活を待っています 。（東大
阪市 N・Oさん）　安価で往年の名作を４本もス ク リ ーンで鑑賞でき、 感謝いたします 。 今後も類似の鑑賞会の企画を期待 し て居ります 。（姫路市 K・Kさん）　山崎豊子さんの小説を読みましたが、 映画はやはり迫力があり良かっ
たです 。（姫路市 匿名）　昭和の懐かしい俳優の方々がこう し て観られるのは有難く、 心安らぐひとときです 。 続 けていただけたら嬉 しく思います 。（姫路市 匿名）　１０代のころ観た映画。 改めて観ると、 若い頃ではわからなかっ

名画鑑賞会（ 1 2 / 1 7「張込み」他・ 1 2 / 1 8「白い巨塔」他）
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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。

■ プラネタ リ ウ ムC D コ ンサー ト
「 プラネ de バ レンタイン2021」
２月１４日日１６：００～１６：４５／一般５２０円、小・
中・高生２１０円
バレンタ イ ンを イ メ ージした音楽と星空を楽し
む CD コ ンサート。
■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1週間前の正午までに
　申込を。

■バー ドウォッチング ～冬の小鳥を見よう～
２月７日日９：３０～１２：００／３００円（定員２０名）
エサを求めて地面に降りてくるホオジロ科・ア
トリ 科・ヒタキ科などの小鳥を観察す る。小学
生以下は保護者同伴で参加可。 小雨決行。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

■ハーバ リ ウ ム教室
２月１１日祝 ①１０：００～１１：３０ ②１３：３０～１５：
００／１,５００円（定員各１５名）
身近な草花を使ったハーバリウムの作り方を
体験す る。小学生は保護者同伴で参加可。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

■2月土曜ガイ ドウォーク
～冬の森のたくま しい姿～
２月１３日土１０：００～１２：００／３００円（定員２０
名）
冬の寒さに耐えながら生きている森の草木
や虫、小動物の姿を観察しながら散策す る。
小学生は保護者同伴で参加可。 小雨決行。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

■親子でキノ コ の駒うち体験
２月１４日日 ①９：３０～ ②１１：００～ ３１３：３０～
４１５：００～／１組１,０００円（定員各回５組、
１組２名まで）
小学生以上の親子対象。自然観察の森に
生え ている コ ナラの間伐材を利用し て、シ イタ
ケ菌の駒打ちを体験し持ち帰る。 雨天中止。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

■2月平日ガイ ドウォーク
～春の息吹を感 じる森～
２月２５日木１０：００～１２：００／３００円（定員２０
名）
大人向け。春を待つ森を観察しながら歩く。
小雨決行。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０
　
  県立歴史博物館  
■歴史講演会
「姫路藩大目付亀山雲平の生涯」
２月７日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル／
３００円（定員先着５０名）
播磨学研究所運営委員兼研究員の藤原龍
雄さんが講演を行う。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１

■地域講演会「たたら製鉄 について
− 宍粟・佐用を中心 に −」
２月１４日日１４：００～１５：３０／地階ホー ル／
３００円（定員先着５０名）
県立歴史博物館ひ ょうご歴史研究室共同研
究員の村上泰樹さんが講演を行う。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１

イベント／募集
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  市立手柄山温室植物園  
■ア ロ マイ ベ ン ト
２月１０日水・１３日土、いずれも１０：３０～１５：
３０／花の家／４００円
「アロマサロンりぷる す」の協力で、アロマを
使ったハンドト リ ート メ ントやバスソルトづくりを
行う。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００
　
  県立ゆめさきの森公園  
■野草でフラワーア レンジ メ ン ト
２月１３日土１０：００～１２：００／４００円（定員２０
名）
園内に咲いている花や野草でアレンジを楽
しむ。 飲み物、 軍手、 剪定ばさみ、 バケツを
持参。小学生以下は保護者同伴で参加可。
小雨決行。
■問 県立ゆめさきの森公園
　☎０７９‐３３７‐３２２０

■第24回 姫路パルナソス音楽 コ ンクー ル
音楽大学、教育大学等の音楽科卒業生ま
たは同等の技量を持ち、２０２１年４月１日現在
満１６才以上３５才未満の方を対象としたコン
クール。詳細はホームページで確認を。
●日時／【映像審査】申込期間：２月２６日金
まで／【予選】５月１５日土１０：００～／【本
選】５月１６日日１０：００～
●場所／パルナソスホール
●審査料／映像審査料５,０００円、 コ ン クー ル
　参加料１５,０００円
●部門／ピアノ、弦楽器
●審査員／池辺晋一郎（作曲）、田中修二
（ピア ノ）、阿部裕之（ピア ノ）、大谷玲子
（弦楽器）、林 裕（弦楽器）、薮田翔一（作
曲）、 多戸章人（財団音楽プロデ ュ ーサー） 

●賞・副賞／両部門含め表彰状および副
賞を授与（最優秀池辺晋一郎特別賞５０
万円、 第２位３０万円、 第３位１０万円）。 受
賞者は１０月１７日日 に開催す る「第２４回
姫路パルナソス音楽コ ン クール受賞者演
奏会」に出演し、最優秀者は日本セン
チ ュリ ー交響楽団団員と共演す る。
■問 パルナソスホール　☎０７９‐２９７‐１１４１
■パルナソスホー ル
オルガン講座「通年 コ ース」
継続し て２～３年以上の鍵盤楽器経験者が
対象。長田真実さん（パルナソスホー ルオ ル
ガ ニスト）が講師を務める。いずれも ３月２４日
水 締切。受講者は４月１７日土 に実施す る
オーデ ィションにより決定。オーデ ィションの詳
細はホームページで確認を。
【A】平日オ ルガンクラス
４月から２０２２年３月までの火曜日（全３０
回、発表会を含む）、１７：００～１９：００／
６０,０００円／定員６名程度
高校生以上を対象としたグ ループレッ スン 。 
オ ルガン作品をじっくりと学ぶ。

【B】オ ルガンスクール（学生）
５月から２０２２年３月までの全１２回（発表
会を含む）、１５：３０～１７：３０／２０,０００円／
定員４名程度

小学生以上２５才以下の学生を対象とし
たグ ループレッ スン 。

【C】ふらっと土曜日オ ルガンクラス
５月から２０２２年３月までの全８回、１３：００
～１５：００／２０,０００円／定員６名程度
オ ルガン作品を気軽に学びたい高校生以
上を対象としたグ ループレッ スン 。

■問 パルナソスホール　☎０７９‐２９７‐１１４１
■パルナソスホー ル
チェン バ ロ 講座
高橋千恵さんが講師を務める。いずれも ２月
１７日水 から３月２４日水 までに申し込む。
●１日体験
４月２４日土１３：００～１４：００／２,０００円／定
員５名程度（経験不問）※定員に満たな
い場合は申込期間を延長
小学生以上対象。１５～１８世紀のバロック
音楽に欠かせない鍵盤楽器を体験す る。

●入門 コ ー ス（通年）
４月から２０２２年１月までの全６回、１４：３０
～１６：３０／１０,０００円／定員１０名程度
小学生以上の鍵盤楽器経験者を対象と
したグ ループレッ スン 。
■問 パルナソスホール　☎０７９‐２９７‐１１４１

■2020ア ー ト キャンプ
「紙漉き体験教室」
３月１３日土１０：００～１１：３０／書写の里・美術
工芸館 工芸工房・前庭／講師：田崎博和
さん（竹紙・竹筆作家）／５００円／定員１５名
／３月４日木 までに申込
竹をすりつぶした繊維を漉いて、ハガキ大の
紙を４枚作る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

※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

煙 煙

姫路市芸術文化賞受賞者とその関係者、お
よび文化人、政財界人等の方々が集う交流
パーティー「 ’ 21文化交流フェスティバル」
は、昨年に引き続き今年も開催を見合わせ
ます。「第43回姫路市芸術文化賞授賞式」
のみ、3月19日金に姫路キヤッスルグラン
ヴィリオホテルで実施いたします。
■問 姫路市文化国際交流財団 振興課
　☎ 079‐298‐8014

「 ’ 21 文化交流フェスティ バル」
の開催 につ い て

煙 煙

たことがわかる。 映画は師匠だ。（姫路市 匿名）　監督の高い演出力、 脚本の冴え、 俳優の重厚な演技、 いずれ もが素晴らしく、 しびれました。（姫路市 匿名）　教授の選考にも金品がつきまとうのか？ 人命より名誉が大事なのか？ テレビ放映を
思い出し、 懐かしかった。（高砂市 匿名）　最初から大感激。 一気に昭和に戻り昔の生活が蘇りました。 蒸気機関車、 見事な田ん ぼ（上空から見る）、 砂埃の舞うでこぼこ道。 ケ イ タイも無い時代がものすごく懐かしかった。（姫路市 T・Kさん）　昔
の 「白い巨塔」 を観たくて、 父と母と来ました。 両親と映画に行ったことがなかったので、 いい思い出になりました。（姫路市 U・Cさん）　長い間ありがとう。 映画大好き人間にとって淋しいです 。 またどこかで開催されるなら観に行きたい。（匿名）

新 刊 紹 介
音の向こうに
時代が見え る
池辺晉一郎・著

作曲家で、姫路市文化国
際交流財団の芸術監督も
務める筆者が「うたごえ
新聞」に連載している
エッセイ「空を見てます
か…」シリーズの単行本
最新刊。作曲家らしい「コンクールについて」
のほか、「表現の自由とテロ」「その遺志を守り
…」など、著者の「五線には書けない思いもあ
ります。」を凝縮した１冊。
■問 新日本出版社　☎03−3423−8402
　（2,600円＋税）
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募集

■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

■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、春を詠んだ短歌など、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
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※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は 9：00～11：30／12：30～17：00です。
※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。

※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。

■私のいっ ぴ ん ギャラ リ ー
出品者自身が制作または所有す る工芸品
（絵画や書などは不可）を募集。展示期間は
２週間以内、展示料金は無料。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■第33回 和辻哲郎文化賞授賞式
３月７日日１３：３０～１６：００ ／市民会館 大ホ ー
ル ／無料／定員４００名／２月１６日火 締切※
当日消印有効
文化や思想などに関す る優れた著作物を表
彰す る「和辻哲郎文化賞」の授賞式典に続
き、ノンフ ィクション作家で評論家の保阪正康
さんによる講演「近現代史を見つめる目、語
る言葉」を。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８

■市花さぎ草ふれあい教室
３月１１日木１１：００～１２：００／手柄山温室植
物園／１,０００円（別途入園料が必要）／定
員８名／２月２５日木 締切※必着
姫路の市花サギソウ について、実際に球根
を植えながら育て方を学ぶ。講習後にはサ
ギソウ栽培温室の見学も。小学生は保護者

同伴で参加可。
■問 手柄山温室植物園　☎０７９‐２９６‐４３００
■国際理解講演会
３月１４日日１４：００～１５：３０／あいめっせホー 
ル／無料／定員１４０名／２月９日火 締切※
必着
コ ラムニス トのサンドラ・ヘフェリ ンさんが
「“ハーフ”がひらく日本のダ イバーシティ」と
題し て講演を行う。
■問 国際交流センター　☎０７９‐２８７‐０８２０

■第5回 景観遺産
募集期間：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

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4月11日（日）

14：00～
オルガンシリーズ Vol .8
白井 圭×大平健介 デュオコンサート1月28日（木）1月26日（火）

700円 （全席指定）630円 （全席指定）キャスパホール

3月27日（土）
 　28日（日）
いずれも
113：00～
216：00～

「音楽劇 シンデレラ」2月 5日（金）2月 3日（水）

前売券の発売開始

一般料金会員料金 ※1公演2枚まで割引適用会　　場公 演 日 時公　　演　　名

700円 （全席指定）630円 （全席指定）キャスパホール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

一般 2,000円
高校生以下 1,000円 （全席指定）

一般 1,800円
高校生以下 900円 （全席指定）パルナソスホール3月 7日（日）

15：00～「交響詩ひめじ」演奏会

発売中の前売券

■ 入会の申し込みなど
煙入会方法　文化センター、パルナソスホール、キャスパホールの各プレイガイドに備えつけの入会申込書に必要事項を記入し、左記3館ま

たは郵便局の窓口（要手数料）で会費を添えてお申込みください。入会受付時間は10：00～11：30、12：30～17：00です。
煙会　　費　1,000円
煙会員期間　入会日から1年間（入会日から1年を経過した日の属する月末まで）

 会 員 特 典 
煙「文化情報 姫路」を毎月お届けします。
煙財団主催の舞台公演の入場券を1公演につき2枚まで、1割引でご購入いただけます。
煙財団主催の舞台公演の入場券を1公演につき原則 4枚（1割引2枚、定価2枚）まで、一般発売に先駆けてご購入いただけます。
　※上記入場券の購入特典は、文化センター、パルナソスホール、キャスパホールの各プレイガイドでのみご利用いただけます。
煙会員証の提示によりパルナソスホール「朝のハーモニー」と文化センター「名画鑑賞会」にご入場いただけます。
煙会員証の提示により書写の里・美術工芸館の入館料が2割引になります。

 友の会会員様へ 重要なお知らせ 
煙チケットご購入の際には、必ず会員証をご提示ください。
煙割引購入および先行発売の特典は、文化センター、パルナソスホール、キャスパホールの各窓口でのみ、ご利用いただけます。
煙会員証の使用は記名されたご本人様に限ります。ご本人様以外の会員証をご提示いただきましても、ご利用いただけません。

姫路市文化国際交流財団 友の会
（営業時間　9：00～11：30／12：30～17：00）

〒670‐8544 姫路市西延末426番地1 ☎079‐298‐8015

友の会会員募集中！！
音楽や演劇・舞踊・古典芸能などの舞台公演に興味のある方なら、どなたでも
会員になることができます。会員になると、割引購入や先行発売などの特典が
あります（詳しくはお問合せください）。

友の会ニュース 2月号
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■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298 －8014

音楽のまち・ひめ じ 特別企画
ランチタイ ム コ ンサー ト

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

2月13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、2月12日（金）までに電話で申込）
※財団友の会会員、高校生以下は無料でご入場いただけますが、事前の座席
予約が必要です。

※3才未満の入場はご遠慮ください。
煙出演者、曲目が変更になりました。

パ ルナソ ス 朝のハーモニー
№227 ヴァ レンタ イン オ ルガンコ ンサー ト

出演／東方理紗（オルガン）
プログラム／
　J．S．バッハ：トッカータ、アダージョとフーガ
　　　　　　　 ハ長調 BW V564
　エルガー：愛の挨拶
　アイルランド民謡（近藤 岳編曲）：
　　　　　　　ロンドンデリーの歌 他

オルガンが奏でる愛

東方理紗

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

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。

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

今岡淑子坂口裕子

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

贅沢な午後のひととき

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

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。

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～
名曲の数々と三浦紘朗のトークを楽しむ
C Dコンサート

三浦紘朗

関西のオーケストラメンバーがお届けする
ステキなお昼のひととき

PICK UP

兵庫・大阪のオーケストラメンバーによるアンサンブルコンサート。
「音楽のまち・ひめじ」プロジェクトの特別企画として開催します。

事業実施対象期間　4月1日（木）～9月30日（木）
申 請 受 付 期 間　【窓口】2月2日（火）～2月10日（水）
　　　　　　　　　　　　 ※平日のみ。
　　　　　　　　　　　　 10：00～12：00、13：00～16：00

姫路市内を主たる活動の本拠とする団体・個人が行う文化活動（1団
体・1個人につき1会計年度2事業）に費用の一部を助成します。助成
金があれば活動計画が実現できる方、さらに事業を充実したい方は、
どうぞご応募ください。※審査があります。

令和3年度
上期文化活動助成 につ い てPICK UP

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298 －8015

3月9日（火） 12：00～／キャスパホール／無料
（全席指定、 定員先着120名、 2月15日（月）から3月8日（月）までに電話で
申込）　※0才からご入場いただけます。

 V ol .3  兵庫芸術文化センター管弦楽団メンバーによる
 金管五重奏
 出演／横田健徳（トランペット）、福中 明（トランペット）、
 　　　ジョシュア・ブルメンサル（ホルン）、
 　　　橘田達郎（トロンボーン）、川岸三哲（チューバ）
 プログラム／サウンドオブミュージックメドレー
 　　　　　　となりのトトロメドレー 他

2月24日（水） 12：00～／キャスパホール／無料
（全席指定、 定員先着120名、 2月2日（火）から23日（祝）までに電話で申込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

野津臣貴博　C 飯島 隆 木下雄介　C 飯島 隆 林口眞也　C 飯島 隆石塚海斗　C 飯島 隆

 V ol .1  関西フィルハーモニー管弦楽団メンバーによる
 チェロ四重奏
 出演／日野俊介（首席奏者）、向井 航（首席奏者）、大町 剛、
 　　　玉木俊太

 V ol .2  大阪フィルハーモニー交響楽団メンバーによる
 フルート四重奏
 出演／野津 臣  貴  博 （フルート）、石塚海斗（ヴァイオリン）、

み き ひろ

 　　　木下雄介（ヴィオラ）、林口眞也（チェロ）
 プログラム／モーツァルト：フルート四重奏曲 他

日野俊介 大町 剛 玉木俊太向井 航

2月12日（金） 12：00～／キャスパホール／無料
（全席指定、定員先着120名、2月11日（祝）までに電話で申込）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
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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.407文化情報 姫路 2月号
2020 年1 月31 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。

オ ルガンシ リ ーズ V ol．8
白井 圭×大平健介 デ ュオ コ ンサー ト

国内外で活躍するヴァイオリニストとオルガニストをお迎えします。
艶やかで繊細かつダイナミックな弦楽器の響きと、それを包み込むよ
うに支えるオルガンの美しい響きが溶け合うひとときをお楽しみくだ
さい。
出演／白井 圭（ヴァイオリン）
　　　大平健介（オルガン）
プログラム／
　J．S．バッハ：
　　ヴァイオリンとチェンバロ
　　のためのソナタ 第4番
　　ハ短調 BW V1017
　J．ラインベルガー：
　　ヴァイオリンとオルガンの
　　ための6つの小品 作品150
　J．S．バッハ：幻想曲 ト長調 他

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

4月11日（日） 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。
※1月28日（木） 発売開始［友の会 1月26日（火）］

優美な響きに包まれて

大平健介白井 圭

「交響詩ひめ じ」演奏会

姫路市制百周年を記念して制作されたふるさと讃歌「交響詩ひめじ」
を、選び抜かれたソリスト級の歌手12名とプロオーケストラの演奏で
お届けします。大阪交響楽団による演奏もお楽しみください。

出演／池辺晋一郎（お話）、山下一史（指揮）、
　　　関西二期会声楽アンサンブル、大阪交響楽団
プログラム／
　「交響詩ひめじ」
　全章
　（池辺晋一郎作曲、
　川口汐子作詩）
　シューマン：
　交響曲第1番「春」

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

3月7日（日） 15：00～／パルナソスホール／
一般 2,000円、高校生以下 1,000円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

壮大なシンフォニーで奏でる ふるさと讃歌

兵庫芸術文化センター管弦楽団
姫路特別演奏会

兵庫芸術文化センター管弦楽団（PAC）が5年半ぶりに姫路に登場。世
界を舞台に活躍する名指揮者、準・メルクルとともに、魂を揺さぶる
名曲をお届けします。
出演／準・メルクル（指揮）、カミーユ・トマ（チェロ）
　　　兵庫芸術文化センター管弦楽団
プログラム／
　ドヴォルザーク：チェロ協奏曲
　ベルリオーズ：幻想交響曲

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

3月21日（日） 15：00～／文化センター 大ホール／
一般 3,000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。
※2月4日（木） 発売開始［友の会会員特典対象外の公演です］

メルクル×P AC が贈る《幻想》

兵庫芸術文化センター管弦楽団
© 飯島 隆

カミーユ・トマ
© Aline Fournier

準・メルクル
© Fotodesign Christiane Höhne

大阪交響楽団　Ⓒ 飯島 隆山下一史　Ⓒ ai ueda

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～

「音楽劇 シンデ レラ」

2016年から開催してきた「高校生による演劇公演」がリニューアル。
中学生から25才までに参加枠を拡大し、姫路市出身の演劇プロデュー
サー笹部博司氏と共に作品を創り上げます。

みんな知ってる？ 誰も知らない ！ ？
シンデレラの物語

■問  キャスパホール　☎ 079 －284－5806

3月27日（土）・28日（日）、いずれも113：00～ 216：00～／
キャスパホール／700円（全席指定）
※2月5日（金） 発売開始［友の会 2月3日（水）］
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