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独奏楽器と し ての
魅力を伝えたい

ティンパニ奏者　 野  崎   智  美  さん
の ざき とも み

る。 エネルギーをもらい、 癒されていくのがわかった」。 こ
の魅力を伝えたいとティンパニに専念し、国内の新人コン
クールに出場を続けますが、他の楽器に次ぐ２位が最高位。
ティンパニのみのコンクールで実力を試してみようと、第
１６回 P ASイタリア国際打楽器コンクールティンパニ部門に
出場したところ、第１位ならびに特別賞を受賞。世界一の
実力と認められました。
　ティンパニは伴奏楽器として演奏されることが多く、奏
者もほとんどがオーケストラに所属しているそうですが、
「わたしはソロで、独奏楽器としての魅力を伝える活動を
続けたい」。現在は各地のオーケストラにエキストラとし
て出演するほか、大阪音楽大学演奏員、小学校から大学ま
での吹奏楽部やオーケストラなどの外部講師も務めます。
また、コロナ禍をきっかけにY ouTubeチャンネルを開設
し、パルナソスホールや加東市東条文化会館コスミック
ホールで収録したティンパニやヴィブラフォンの演奏動画
を配信しています。
　委嘱作品の演奏やCD制作、渡航可能になればヴィブラ
フォン部門での国際コンクール出場、海外留学も考えてい
るという野崎さん。 「打楽器は音に人柄が出る。 支えてくだ
さる方、聴いてくださる方への感謝を胸に、ティンパニの
可能性を探究していきたい」と話します。来年３月１２日に
は、アクリエひめじ 中ホールでティンパニリサイタルを
開催予定です。

※野崎さんのY ouTubeチャンネルはこちら
のQRコードからアクセスできます。

　昨年８月に発足した「姫路市ジュニアオーケストラ」で、
打楽器パートの指導を担当しているのが、姫路市在住の
ティンパニ奏者、野崎智美さんです。
　野崎さんは、市立青山小学校吹奏楽部で打楽器と出合い
ました。新入部員は全員が小太鼓の練習から始めるという
のが当時の顧問の方針で、同級生が管楽器などを割り当て
られるなか、野崎さんは打楽器に決定。ピアノが弾けるこ
とから、鍵盤があるマリンバやヴィブラフォンを主に担当
しました。ヴェルディの歌劇「運命の力」序曲などオーケ
ストラ作品を演奏することが多く、「難解だったが、いまの
自分のルーツになっている」と振り返ります。
　市立大白書中学校でも吹奏楽部に所属。バンドになくて
はならない存在であり、音色ひとつで良くも悪くも印象を
変えてしまう打楽器の奥深さを知ります。引退し、受験勉
強に励んでいるとき 「欠乏症が出た」。 音楽は自分にとって
酸素のようなものだと気づき、市立姫路高校で吹奏楽部に
所属する一方、音楽大学受験に向けた勉強を開始。入試科
目のマリンバと小太鼓の個人レッスンでは音の出しかた、
体の使いかたを基礎からやり直しました。
　大阪音楽大学打楽器専攻でマリンバと小太鼓、さらに打
楽器を組み合わせたマルチパーカッションなどを学び、大
学院へ進みますが、両手の腱鞘炎が悪化しドクターストッ
プがかかります。お箸が持てない、鞄が持てない。完治す
るかどうかもわからない不安な日々を経て、比較的シンプ
ルな動作で演奏できるティンパニで練習を再開しました。
　それまでは吹奏楽やオーケストラの授業でふれる程度で
したが、 「ひさしぶりの楽器の音色が沁みた。 振動が体に伝
わり、大地の底から湧き上がってくるような音色に包まれ
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　埋蔵文化財センターで、企画展「溝口廃寺」が開かれてい
ます。
　溝口廃寺は香寺町溝口の、JR 播但線溝口駅から東へ１５０ｍ
ほどの距離にある聖徳山円覚寺の周辺に、今から約１３５０年前
（飛鳥時代）に創建され、平安時代後期頃（約９００年前）まで
存在した古代寺院跡と考えられています。旧神前郡（概ね現
在の姫路市の一部のほか、福崎町、市川町、神河町にまたが
る地域）を代表する古代寺院のひとつで、今もそこに塔跡を
物語る心礎などが残り、兵庫県の指定史跡になっています。
　今回の企画展では「仏教伝来と溝口廃寺関連年表」「溝口廃
寺の概要」「瓦笵の移動」「溝口廃寺の塔跡」などのテーマ別
にパネル解説が行われているほか、発掘調査で出土した「複
弁八葉蓮華文軒丸瓦」などの実物資料が展示されています。
　目を引くのが床に展示されている塔の心礎（心柱の礎石）
の実物大写真で、長径が２．９ｍ、短径が２．１９ｍもあり、中央に

は柱座穴と舎利孔が丸く穿たれています。担当職員の南 憲
和さんによれば、高さが約３２．５ｍある法隆寺の五重塔の心柱
の直径が８２㎝なので、溝口廃寺の塔も屋根を幾層も重ねた大
きなものだったと考えられるそうで、展示されている七重塔
のイメージ図に思わず引き込まれます。
　さらに興味を引かれたのが  「瓦笵の移動」。  当時の瓦は  「 笵 」

はん

と呼ばれる木型で成形されていましたが、溝口廃寺と栃木県
の下野薬師寺から出土した軒平瓦の文様が奈良の興福寺の軒
平瓦の文様と同じで、しかも製作時に付いた笵型の傷まで同
じことから、興福寺の笵型が下野薬師寺に移り、その後に溝
口廃寺に運ばれたと考えられ
ているそうです。
　ほかにも「古代の『 的部里 』

いくはべのさと

と溝口廃寺」の展示もあって、
溝口廃寺が平安後期まで栄え
ていたことが分かり、南さん
も「飛鳥から平安にかけての
時代に、荘厳な塔を持つ巨大
寺院が香寺町にあったことを
ぜひ地元の方にも知ってほし
い」と話しています。

※詳細は８ページをご覧ください。

■問 埋蔵文化財センター　☎ 079‐252‐3950

埋蔵文化財センターで
企画展「溝口廃寺」

会場風景

　姫路市立水族館
で「あなたに会い
たい骨がいます」
というユニークな
副題のついた企画
展  「骨ばっかり 鎧 」
が開催中です。
　本館の企画展示
室と新館の水族館
ギャラリーが会場
になっており、企
画展示室には約３０

種類の魚の骨格標本が、ギャラリーには魚類、ほ乳類、爬虫
類、両生類、鳥類など約２０種類の生物の骨格標本が展示され
ています。
　企画展示室では、全長２．５ｍ、名前の由来である植物の「芭
蕉」の葉に似た巨大な背びれを持つバショウカジキや、骨の
総数が多くて「骨切り」が行われるハモの仲間であるスズハ
モの骨格などが展示され、実際の魚の写真が添えてあるので
「あの魚の骨がこれか……」といった感じで、両者を比較しな
がら見ることができます。
　また魚の骨格標本の作り方を写真パネルで紹介するコー
ナーもあり、どうすれば魚が骨だけの標本に生まれ変わって

いくのかが分かる仕組みになっています。
　もう一方のギャラリーでは鳥類のペンギン、哺乳類のスナ
メリ、爬虫類のアカウミガメの骨格標本などを展示。カメの
甲羅が実は肋骨と背骨が変形してくっつき、板のようになっ
たものだといったことなどが理解できます。
　また、海中を高速で泳ぐバショウカジキの背骨はスピード
に耐えられるよう板状になっており、「それぞれの魚や動物
の骨の形から、それぞれの生態を
知ることもできます」と担当職員
の杉原直樹さん。
　食したときに魚の骨を目にする
ことはあっても、それ以外はほと
んど出会うことのなかった生き物
たちの骨格。「普段、あまり意識す
ることはありませんが、実はそれ
ぞれの生き物の体を支えているの
が骨格。この機会に展示会場で骨
に会い、骨を身近に感じていただ
けたら」と杉原さんは話していま
す。

※詳細は８ページをご覧ください。

■問 姫路市立水族館　☎ 079‐297‐0321

姫路市立水族館でユニークな企画展「骨 ば っか り ！！」

バショウカジキ

フンボルトペンギン

複弁八葉蓮華文軒丸瓦（飛鳥時代）
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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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お
役
立
て
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だ
さ
い
）

且
且

問　合　せ　先料　　金場　　　所開終演時間催　　　物　　　名日

塩本　０８０‐５５３６‐０６８７市内各所（野里・飾磨ほか）★３/８は町家の日 in 姫路 ※８（月）まで１（月）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０２，０００円（要申込）自然観察の森 ９：３０～他４回★ロープで木登り ～ツリーイング～６（土）

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 ～青い鳥のラストチャンス～７（日）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１一　般　　 ２，０００円
高校生以下 １，０００円パルナソスホール１５：００～１６：２０★「交響詩ひめじ」演奏会７（日）

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
Vol ．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

９（火）

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
竹林工房・前庭１０：００～１１：３０★アートキャンプ「紙漉き体験教室」１３（土）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００★３月土曜ガイドウォーク ～春へと衣がえする森～１３（土）

山石ピクチャーズ　０１２０‐８０１‐４０５高校生以上 １，０００円キャスパホール１４：００～１６：００★西田雪佳＆TOZY ミュージック“生”アンサンブル１３（土）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１，０００円（要申込）自然観察の森 ９：３０～他１回★草木染教室１４（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１４（日）

幼児学舎 子どもライブラリー
０７９‐２９８‐０９０５無料文化センター 大ホール１４：００～１５：３０親子ミュージカル１４（日）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１無料パルナソスホール１４：００～１７：００★２０２０年度 チェンバロ講座「受講生による発表会」１４（日）

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、当日入会可

キャスパホール
１１：００～他３回

★姫路シネマクラブ 第１４４回例会「ソン・ランの響き」
１９（金）

１１：００～他１回２０（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２０（祝）

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２１（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
竹林工房１０：００～１５：００★播磨工芸教室 漆工芸教室２「漆絵を描く」２１（日）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１無料（入替制）パルナソスホール

１１：００～１２：００

★

２０２０年度 オルガン講座「受講生による発表会」
①オルガンスクール（学生）・ふらっと土曜日オルガンクラス

２１（日） １４：００～１５：００②平日オルガンクラス

１６：００～１７：００③アドヴァンスコース

姫路文学館　０７９‐２９３‐８２２８無料（要申込）姫路文学館 講堂１１：００～他１回★K OTOBAまつり「でこぼこげきじょう」２１（日）

どるちぇ音楽教室　０９０‐９０５８‐１２８６無料キャスパホール１３：３０～１６：００スプリングコンサート２０２１２１（日）

姫路市文化国際交流財団
０７９‐２９８‐８０１５

一　般　　 ３，０００円
高校生以下 １，０００円文化センター 大ホール１５：００～１６：３０★兵庫芸術文化センター管弦楽団 姫路特別演奏会２１（日）

魚住　０８０‐９１６５‐３１９０中学生以上 ５００円キャスパホール１９：１５～２１：００★魚住愛佳 サクソフォーンリサイタル２１（日）

姫路労音　０７９‐２９０‐５５２２一　般　　 ５，０００円
高校生以下 ３，０００円市民会館 大ホール１８：３０～２０：３０★高石ともや フォークコンサート２３（火）

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★３月平日ガイドウォーク２５（木）

県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０１００円（要申込）県立ゆめさきの森公園１０：００～１４：００★森のサロン２７（土）

キャスパホール　０７９‐２８４‐５８０６７００円キャスパホール１３：００～他１回★キャスパシアタープロジェクト
「音楽劇 シンデレラ」

２７（土）

２８（日）

県立ゆめさきの森公園　０７９‐３３７‐３２２０２００円（要申込）県立ゆめさきの森公園１０：００～１４：００★早朝登山をしよう２８（日）

クレッシェンドの会　０７９‐２６６‐８９７５無料文化センター 小ホール１１：３０～１４：００スプリングコンサート２８（日）

市立姫路高校　０７９‐２９７‐２７５３無料パルナソスホール１４：００～１７：００姫路市立姫路高等学校吹奏楽部 第４０回定期演奏会２８（日）

新　０７９‐２２３‐０５８９無料キャスパホール１３：００～１６：３０ピアノ発表会３０（火）

市立安室中学校　０７９‐２９３‐２７６１無料パルナソスホール１３：３０～１５：３０第１８回 姫路市立安室中学校吹奏楽部 定期演奏会３０（火）

真宗文化研究会事務局
０７９‐２３５‐０２４２（亀山本徳寺内）無料（要入場券）文化センター 大ホール１１：００～他１回★雅楽と聲明の調べ３１（水）

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
「アルゴ号の冒険」

１（月） 
～３１（水）

平日 １３：５０～他１回
学校休業日
 １２：４５～他１回

プラネタリウム全天映画Ａ・Ｂ
「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」～２８（日）

１６：００～１６：４５プラネタリウム特別投影「星よりも、遠くへ」１１（木）

■ 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。

※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

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～３/ 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★第４回 一般作品展

「丸紙皿と布で描く絵手紙展」～３/ ７（日）

好古園　０７９‐２８９‐４１２０一　般　　 ３１０円
小・中・高生 １５０円好古園 ９：００～１７：００梅花展～３/１４（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（要申込）姫路文学館 講堂１１：００～他１回●舞台
　「辺境 ― どこまでいっても」招聘公演３/１４（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 ―」～３/２１（日）

NPO法人 新風林田　０７９‐２６１‐２３３８
一　 般 ３１０円
高・大生 ２１０円
小・中生 １００円

林田大庄屋旧三木家住宅１０：００～１６：００★林田ひな祭り ※金・土・日・月・祝に開催～３/２２（月）

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～」～３/２８（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３/１４（日）・２１（日）

１００円（要申込）書写の里・美術工芸館
会議室１０：３０～他１回●子ども色紙アート教室３/２０（祝）

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）

１０：３０～他１回●展示解説３/２０（祝）

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～～４/１１（日）

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

書写の里・美術工芸館
郷土玩具室１０：００～１７：００★コーナー展示 全国郷土玩具めぐり

「和歌山県の諸玩具」～４/１５（木）

平和資料館　０７９‐２９１‐２５２５無料平和資料館
２階多目的展示室 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）

１０：３０～他１回●展示解説３/２０（祝）

三木美術館　０７９‐２８４‐８４１３高校生以上 ３００円三木美術館１０：００～１８：００★「樹々のある風景」「海を越えてきた技
― 鉄釉・三彩・青磁を中心に ―」３/ ３（水）～ ５/３０（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５回 一般作品展「絵てがみ展」３/１３（土）～ ２８（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★企画展 第４回 生物多様性写真展
「ひめじのいきもの」３/１４（日）～ ４/ ５（月）

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森尾栄一、のびのびアクリル画展３/１６（火）～ ２０（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
★

県農生のカトレア原種展３/２０（祝）～ ２８（日）

１１：００～●展示説明会３/２０（祝）・２７（土）

■ 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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PICK UP 姫路市ジ ュニアオーケ ス トラ
団員を追加募集

ウ ィ ーンの コン クー ルで何度も最高賞を受賞
したピアニスト・西田雪佳さんと、数 の々芸能
人に楽曲を提供し ているTOZYさんの コ ラボ
レーション演奏会。
■問 山石 ピ クチャーズ　☎０１２０‐８０１‐４０５

■魚住愛佳 サクソフォーン リ サイ タ ル
３月２１日日１９：１５～２１：００／中学生以上５００
円
姫路市出身の現役音大生、魚住愛佳さんの
演奏会。プラネル：プレリ ュードとサ ルタレロ、
デ ニゾフ：ソナタ の ほか「播州秋祭り」をテー
マにした委嘱作品を初演す る。ピア ノ は南部
実子さん。
■問 魚住　☎０８０‐９１６５‐３１９０
　
  市 民 会 館  
■高石ともや フォーク コ ンサー ト
３月２３日火１８：３０～２０：３０／大ホー ル／
一般５,０００円、高校生以下３,０００円
「あたらしい春を歌
う。」をテーマに、高
石ともやが人間へ
の深い愛と優しさを
歌う。

■問 姫路労音
　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  そ の ほ か  
■相生市 ゆかり の音楽家 による
なぎさ コ ンサー ト
３月７日日１４：００～／扶桑電通なぎさホー
ル（相生市）／１,０００円
ピア ノ 、箏、十七絃、打楽器などの演奏家が
出演す る演奏会。曲目はハチャトゥリ アン：剣
の舞、ショパン：舟歌、水野利彦：弦舞、増田
厚司：祈響 他。
■問 相生市文化会館　☎０７９１‐２３‐７１１８

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（5月号なら3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  
■雅楽と聲明の調べ
３月３１日水 ①１１：００～１３：００ ②１４：３０～１６：
３０／大ホー ル／無料（要入場券）
読経による音楽「聲明」、古典に加え童謡や
現代音楽にも挑戦す る 「雅楽」 のほか、 タレ
ントの島田洋七さんが「がばいばあちゃんと
の楽しいお寺参り お寺は僕の遊び場だっ
た」と題し て講演す る。
■問 真宗文化研究会事務局
　☎０７９‐２３５‐０２４２（亀山本徳寺内）
　
  パ ル ナソスホー ル  
■2020年度 チェン バ ロ 講座
「受講生 による発表会」
３月１４日日１４：００～１７：００／無料
チェン バロ独奏のほか、バロック・ヴァイオ リ 
ンやフラウト・トラヴ ェルソ（フ ルートの前身の
古楽器）、歌などとのアンサンブ ルも披露す
る。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１

■2020年度 オ ルガン講座
「受講生による発表会」
３月２１日日 ①オ ルガンス クー ル（学生）・ふ
らっと土曜日オ ルガンクラ ス １１ ：００～１２：００ 
②平日オ ルガンクラス１４：００～１５：００ ３ア
ドヴァンスコ ー ス１６：００～１７：００／無料（入
替制）
オ ルガン講座「通年コ ー ス」受講生が１年間
の学びの成果を発表す る。
■問 パルナソスホー ル　☎０７９‐２９７‐１１４１
　
  キャスパホー ル  
■西田雪佳＆TOZ Y
ミュージック“生”アンサンブ ル
３月１３日土１４：００～１６：００／高校生以上
１,０００円

■フジコ・ヘミング＆古澤 巌
奇跡と魂のコ ンサー ト
３月１４日日１５：００～／加古川市民会館／
GS席１２,０００円、S席１０,０００円、A 席８,０００円、 
B席６,０００円
フジコ・ヘ ミ ン グ（ピア ノ）と古澤 巌（ヴァイオ リ
ン）、マリ オ・コシック指揮、北九州グランフ ィル
ハーモニー管弦楽団の共演で、曲目はリス
ト：ラ・カ ン パネラ、 モンテ ィ：チャルダ ッシ ュ 他。 
■問 加古川市民会館　☎０７９‐４２４‐５３８１

■陸上自衛隊中部方面音楽隊 コ ンサー ト
３月２０日祝 ①１４：００～ ②１８：００～／加古川
市民会館／無料（要申込）
天皇陛下御即位奉祝曲「Ray of W ater」、
２０２１年度全日本吹奏楽 コ ン クー ル課題曲Ⅳ 
吹奏楽のための「エール・マーチ」他を演奏
す る。加古川市出身の柴田昌宜さんが指揮
を務める。
■問 加古川市民会館　☎０７９‐４２４‐５３８１

■ Y omii CONCERT TOUR 2021
３月２７日土１８：００～／あすかホー ル（太子
町）／一般３,０００円、高校生以下２,０００円
（当日各５００円増）
Y ouTubeチャンネル登録者数が１２４万人を
超える人気ピアニスト・よみぃのホー ルツアー。 
曲目は「紅蓮華」「糸」「ナ イ ト・オブ・ナ イ ツ」
他。
■問 あすかホー ル　☎０７９‐２７７‐２３００

■碧川かたのお話と コ ンサー ト
３月２８日日１３：３０～／赤とん ぼ文化ホー ル
リハーサ ル室（たつの市）／９９９円
三木露風の母・碧川かたをNHK連続テレビ
小説の主人公にす る会 「かたの会」 のお話
のほか「ひとつ山こえ てみよう会」の コ ンサー
ト、絵本の読み聞かせやパネル展示も。
■問 碧川かた物語CD制作実行委員会
　☎０７９‐３２２‐２７３１（守谷）

■ス ペシャル コ ンサー ト ～明日を信 じて～
３月３１日水 ①１４：００～ ②１７：３０～／赤とん
ぼ文化ホー ル（たつの市）／６,５００円
山本譲二、伍代夏子、市川由紀乃の出演。
■問 デカ ナ ル　☎０６‐６３６２‐７６１０

　
  姫路文学館  
■ K OTOBAまつ り「でこ ぼこ げき じょう」
３月２１日日 ①１１：００～１１：４５ ②１３：３０～１４：
１５／講堂／無料（定員各８０名、３月５日金 ま
でに申込※必着）
人形劇団京芸の公演。３才からファミリー向
けの「で ん でら竜がでてきたよ」「ニヤのだい
ぼう け ん」を上演す る。

■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8014

コ ンサー ト Concer t

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

舞台 Stage
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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。

　
  西二階町 七福座  
■七福寄席
３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  
■疫病退散 たつの能
３月１４日日１４：００～ ／ア クアホー ル （たつの
市）／３,０００円
上田拓司さん（観世流シテ方）、江崎欽次朗
さん（福王流ワキ方）、善竹忠亮さん（大蔵流
狂言方）他の出演で、鍾馗様の病鬼退治物
語の能「皇帝」、狂言「三番三」を上演す る。
上演前にみどころの解説があるほか、セリ フ
を字幕スーパーで上映す る。
■問 ア クアホー ル　☎０７９１‐７２‐４６８８

  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１５０
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
３月１４日日・２１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。
●子ども色紙ア ー ト教室
３月２０日祝 ①１０：３０～１１：３０ ②１３：３０～
１４：３０／会議室／１００円（定員各１０名、
３月１１日木 までに申込）
幼児・小学生対象。 グ ループ 「ゆめゆめ」
メ ン バーの指導で、切ったりちぎったりした
色紙を貼り付けて動物や植物を完成させ
る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■ コ ーナー展示 全国郷土玩具めぐり
「和歌山県の諸玩具」
４月１５日木 まで、１０：００～１７：００／郷土玩具
室／一般３１０円、高・大生２１０円、小・中生５０
円

※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。

展示・ア ー ト E xhibition・Ar t

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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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  

　
  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。
●舞台
　「辺境 ― ど こまでいっても」招聘公演
３月１４日日 ①１１：００～１２：３０ ②１４：００～
１５：３０／講堂／無料（定員各５０名、３月６
日土 までに申込※必着）
岸上大作の絶筆 「ぼくのためのノート」 を
主軸に、その作品世界と作品にふれた女
性たちの物語をリ ミック スした舞台を上演
す る。南 慎介さん（Ａｍｍｏ）の作・演出、
土佐まりなさん、もなみのりこさん、ひきのさ
つきさん 他の出演。

■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８

　
  市立手柄山温室植物園  
■ク リ ス マスロ ー ズ展
３月７日日 まで、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３０種１５０点を展示す る。 
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■第4回 一般作品展
「丸紙皿と布で描く絵手紙展」
３月７日日 まで、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

■第5回 一般作品展「絵てがみ展」
３月１３日土～２８日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
花や自然をテーマにした、はがきサ イ ズの絵
手紙２００点以上を展示す る。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■県農生のカ ト レア原種展
３月２０日祝～２８日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
県立農業高等学校の生徒が手がけたカトレ
アの原種１００点を展示す るほか、同校生物
工学科の研究発表とし て、バイオ技術で育
てたカトレアも紹介す る。２０日祝・２７日土 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
　
  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 ―」
３月２１日日 まで、１０：００～１７：００／一般５００
円、大学生３５０円
現実とは異なるイ メ ージや理想的な姿など、
絵のなかに隠された「絵そらごと」をキーワー
ドに、江戸時代の絵画を読み解く。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
　
  林田大庄屋旧三木家住宅  
■林田ひな祭り
３月２２日月 までの金・土・日・月・祝、１０：００

■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3月1日2022年4月分

2021年4月1日2022年5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。

鑑　賞
しま し た

子どもがとても楽 しそうでした。 親子ともに、 とても楽 しかったです 。（神戸市 Y・Tさん）　子どもも集中できる30分というのがよかった！
（姫路市 N・Mさん）　毎年やってほしいほど、 ものすごく楽 しかった。 4世代で来ましたが、 子どもも大人も楽 しめました。（姫路市 匿名）　持参 した楽器で演奏 に参加できる感 じがとてもよかったです 。 来年以降も楽 しみにし ています！（姫路市 匿名）　自由に合奏
できるところは、 子どもが リズ ムに合わせようと考え ている様子がみられ て、 親とし て嬉 しく思った。（姫路市 匿名）　馴染みのある曲 ばかりで、 子どもたちも大変喜ん でいました。（高砂市 匿名）　3才の娘の感想 「とってもたの しかった」 そうです！（姫路市 匿名）

打楽器とあそ ぼう ♪ 0歳からのク リス マスコ ンサー ト（ 1 2 /20）

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）

飛ぶカザリハチドリ

海南の紀州びな

Title:P06-10.eca Page:3  Date: 2021/02/12 Fri 17:17:21 



8

展示・アート／イベント

鑑　賞
しま し た

打楽器とパイプオ ルガンという珍しい組み合わせが良く、 タイプの違う曲を次々と聴かせていただき楽 しかった。（明石市 匿名）　マ リ
ン バの4本使いに驚きました。 牧野さんのファンになりました！（川西市 M・Yさん）　初演の曲は、 ジャズを聴いているようで楽 しかったです 。 オ ルガンとマ リ ン バの音色が重なり合って、 心地よかったです 。（姫路市 匿名）　打楽器をたくさん見られ て楽 しかったです 。 打楽器奏者の凄さがよくわか
りました。（匿名）　こんなに打楽器を楽 しんだ コ ンサー ト は初めてです 。 最後 は圧巻でした。 タイプライターが 楽器になるのも楽 しく、 文字通り目一杯音を楽 しみました。（姫路市 匿名）　打楽器奏者が魔法使いのようでした。 照明も素敵で、 華やかなク リス マスコ ンサー トでした。（姫路市 匿名）

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（ 1 2 /20）

維を漉いてはがき大の紙を４枚作る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■播磨工芸教室
漆工芸教室2「漆絵を描く」
３月２１日日１０：００～１５：００／竹林工房／
３,０００円（定員１０名、３月１２日金 までに申込） 
漆工芸作家・竹尾寿敏さんの指導で漆絵を
描く。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
　
  市 内 各 所  
■3/8 は町家の日 in 姫路
３月１日月～８日月
野里や飾磨などに残る町家を会場に、作品
展やカフェ、まちあるきなどのさまざまなイ ベ ン
トを開催す る。詳細は「町家の日」HP を参
照。
■問 塩本　☎０８０‐５５３６‐０６８７
　
  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 ルゴ号の冒険」
３月１日月～３１日水、平日①１１：００～②１４：
５５～、学校休業日①１１：００～ ②１３：５０～ ③
１６：００～／一般５２０円、小・中・高生２１０円
南の空低くにあり、かつては最も大きな星座
だった「ア ルゴ号」の魅力を紹介す 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」
３月２８日日 までの土日のみ、 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 ム特別投影
「 星より も、遠くへ」
３月１１日木１６：００～１６：４５／無料
各地の震災で犠牲になった方 の々鎮魂と防
災意識の継承のため、仙台市天文台プラネ
タリ ウ ムが制作した東日本大震災メ モリ ア ル
番組を投影す 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1週間前の正午までに
　申込を。

■ ロ ープで木登り ～ツ リ ーイ ング～
３月６日土①９：３０～②１１：００～③１２：４５～④
１４：００～⑤１５：３０～／２,０００円（定員各６名）
６才以上（小学生以下は保護者同伴）対象。
ロープを使った木登りに挑戦す る。雨天中止。 
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

　
  日本玩具博物館  
■雛まつ り ～江戸と明治のお雛さま～
４月１１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
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  
■「樹々のある風景」「海を越え てきたわざ
− 鉄釉・三彩・青磁を中心に −」
３月３日水～５月３０日日、１０：００～１８：００／
高校生以上３００円
樹 の々表情、あふれる生命力を描いた安井
曽太郎や梅原龍三郎ら近代の画家の作品
を紹介す るほか、中国由来の技法をもとにつ
くられた鉄釉陶器などを人間国宝の作品を
中心に紹介す る。
■問 三木美術館　☎０７９‐２８４‐８４１３

　
  キャスパホー ル  
■姫路シネマクラブ 第1 44回例会
「ソン・ランの響き」
３月１９日金①１１：００～②１４：００～③１６：３０～
④１９：００～、２０日祝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
１９８０年代のサ イ ゴ ン（現ホーチミ ン市）。借金
の取り立て屋ユンは、ベ トナ ムの伝統歌舞劇
〈カイルオン〉 の花形役者リ ンと出会う。 次第
に打ち解け、惹かれ合うよう になったふたり は
再会を約束し て別れるのだが……。カイルオ
ンに欠かせない楽器ソン・ランの響きにのせ
て描くボーイ・ミ ーツ・ボーイの物語。
■問 姫路シネマクラブ　☎０７９‐２８１‐８００７
　
  市 民 会 館  
■「やさ しい日本語」講座
３月１３日土 ①１３：００～１５：００、１４日日 ②１０：
００～１２：００ ③１３：００～１５：１５／３階中ホー ル
（第２会議室）／無料／定員５０名／３月１０日
水 までに申込
外国人との コミュニケーションに役立つ「やさ
しい日本語」 を学ぶ講座。 ３回とも受講できる
方が対象。講座修了者は姫路市文化国際
交流財団発行の生活情報誌をやさしい日
本語に編集す るボランテ ィアに登録できる。
■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  
■ア ー トキャンプ「紙漉き体験教室」
３月１３日土１０：００～１１：３０／竹林工房、前庭
／５００円（定員
１５名、 ３月４日木
までに申込）
竹紙・竹筆作家
の田崎博和さん
の指導で、竹を
すりつぶした繊

～１６：００／一般３１０円、高・大生２１０円、小・
中生１００円
雛飾りや手作りお雛様を展示す るほか、「三
木家１０年のあゆみ写真展」も開催。
■問 NPO法人 新風林田　☎０７９‐２６１‐２３３８
　
  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～」
３月２８日日 まで、 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。 日頃、 意外と目に
す ることのない骨のもつ魅力に迫る。
■問 姫路市立水族館　☎０７９‐２９７‐０３２１
　
  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。
●展示解説
３月２０日祝 ①１０：３０～１１：３０ ②１３：３０～
１４：３０／無料（定員先着各２０名）
２ つの企画展のみどころを専門職員が解
説す る。

■問 埋蔵文化財センター　☎０７９‐２５２‐３９５０
　
  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  
■企画展 第4回 生物多様性写真展
「ひめ じのいきもの」
３月１４日日～４月５日月、９：３０～１７：００／１階
特別展示室／無料
市民から寄せられた「姫路で見られる生物
の写真」を通し て、姫路の「生き物の多様
性」と写真による記録を紹介す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
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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。

■バー ドウォッチング
～青い鳥のラス トチャンス～
３月７日日９：３０～１２：００／３００円（定員２０名）
３月末には渡って行く青い鳥（ルリ ビ タキ）や
ジョウビ タキを観察す 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

■3月土曜ガイ ド ウォーク
～春へと衣が えす る森～
３月１３日土１０：００～１２：００／３００円（定員２０
名）
小学生以上（小学生は保護者同伴）対象。
森の草木や虫、小動物がどのような衣がえを
す るのか観察しながら散策す る。小雨決行。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

■草木染教室
３月１４日日①９：３０～１２：００②１３：３０～１６：００
／１,０００円（定員各１０名）
小学生以上（小学生は保護者同伴）対象。
自然観察の森に自生す る植物や身近な素
材を使って染め物に挑戦す る。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

■親子でキノ コ の駒うち体験
３月２１日日 ①９：３０～ ②１１：００～ ③１３：３０～
④１５：００～／１組１,０００円（定員各５組）
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

■3月平日ガイ ドウォーク
３月２５日木１０：００～１２：００／３００円（定員２０
名）
大人向け。 花を咲かせた樹木など、 春を探し
ながら森を歩く。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０
　
  県立ゆめさきの森公園  
■野草でフラワーア レンジ メ ン ト
３月１４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

■森のサ ロ ン
３月２７日土１０：００～１４：００／１００円（定員２０
名、要申込）
春の里山散策や針仕事、クラフトなどで森を
楽しむ。 弁当、 飲み物を持参。 小学生以下
は保護者同伴で参加可。雨天中止。
■問 県立ゆめさきの森公園
　☎０７９‐３３７‐３２２０

■早朝登山を しよう
３月２８日日１０：００～１４：００／２００円（定員２０
名、要申込）
芽吹きの始まる早春の山を、自然観察を楽し
みながらゆっくりと歩く。 弁当、 飲み物、 軍手、
メ モを持参。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

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
３月２０日祝・２４日水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 ントや小物づくりを行う。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■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（発表会
を含む）、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「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／講師：高橋千恵さん／１０,０００円／
定員１０名程度／３月２４日水 締切
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

■姫路文学館・姫路文学館友の会
令和3年度年間講座
●文学思想講座「よりよく自己を生きるた
めに」～「ひと」が「生きる」 第１木曜日
１０：００～１１：３０／講師：岡田勝明さん（姫
路獨協大学教授）／定員８０名／５,０００円

●日本文化講座「源氏物語の世界」　第２
金曜日１３：３０～１５：００／講師：中川正美
さん（梅花女子大学名誉教授）／定員８０
名／５,０００円

●市民名作講座（読書会）「近現代文学の
中の名作」に挑む　第３木曜日１０：００～
１１：５０／講師：菅原美文さん（近現代文
学を読む会主宰）／定員２０名／無料

●司馬遼太郎読書会「峠」「新史太閤記」
「侍 はこわい」「日本語と日本人 」などを
読む　第２土曜日９：３０～１２：００／講師：
姫路文学館職員／定員２５名／無料

●万葉集講座「『万葉集』巻八を読む」
第３金曜日１３：３０～１５：００／講師：大森亮

尚さん（古代民俗研究所代表）／定員８０
名／８,５００円

●歴史講座 「歴史の中の“姫路と姫路城”」
講座　第２水曜日１０：００～１２：００／講師：
菅原美文さん（近現代文学を読む会主
宰）／定員８０名／８,５００円

●近代文学講座「珠玉の名作（小説、詩）
を朗読す る」　第２水曜日１３：３０～１５：００
／講師：森本 穫さん（元賢明女子学院
短期大学教授）／定員８０名／６,０００円

いずれも ４月～翌年３月までの計１０回、日時
は原則。姫路文学館講堂および会議室で開
催。３月１６日火 までに申込※必着。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
■市民教養講座（歴史講座）
●Ａコ ー ス（土曜日）
　「２０２１ 信仰と美術、そ し て人」
●Ｂコ ー ス（木曜日）
　「織田信長政権と本能寺の変」
●Ｃコ ー ス（原則月曜日）「年号と歴史」
●Ｄコ ー ス（金曜日） 「西国観音巡礼の旅」

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

鑑　賞
しま し た

新年早々、 穏やかな音楽会で楽 しめました。 素晴らしいホー ルでした。（大阪府 匿名）　最高の音色、 若い力をいただきました。 おふたりの将来を
応援 します 。（姫路市 I・Sさん）　ブラボー！ ヴァイオ リ ンの鳴りの凄さに感嘆 しました。 弾いている表情もステキでした。（姫路市 N・Mさん）　素晴らしい演奏でした。 ブラー ムスをまた聴いてみます 。 素朴なおしゃべりも、 とても良かったです 。 卒業後もおふたりの活躍の場があります ように。（姫路市 匿名）
繊細で、 しかも迫力のある演奏技術に満足でした。 また姫路へ来て ください。（たつの市 匿名）　おふたりの人柄が心に響きました。 息が合っていてとても良かったです 。（姫路市 匿名）　とても可愛らしく、 音色が艶やかで涙が出ました。 心に ビ タ ミンを与え てくださりありがとうございました。（姫路市 匿名）

パルナソス 朝のハーモニー № 226「ヴァイオ リ ンコ ンサー ト」（ 1 /9）

※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
こて ん 第２３号

関西学院大学 古典芸能研究部 編

故桂米朝の研究者である
ＯＢの小澤紘司さんが編
集に加わっている同部の
機関誌。昨年、創部７０年
と『こてん』創刊６０年の
節目の年を迎えたことか
ら、記念特集号として編
集。桐竹勘十郎さんの特別寄稿「人形遣いの修
業」などの掲載のほか、『こてん』６号より桂
米朝さんの特別寄稿「落語と狂言」を再掲載。
■問 小澤　☎090−9016−2958（無料、限定10 部）

となりの男
柳谷郁子・著

小説家になる夢を捨てき
れず、勤めのかたわら小
説を書き続ける主人公の
前に「作家になりたいん
や」と風呂敷包みいっぱ
いの原稿をもって現れた
幼馴染。その出現に心を
泡立て、いつしか幼馴染を題材に小説を書き始
める主人公を描く表題の「となりの男」など、
小説の妙味が味わえる全４編からなる短篇小説
集。
■問 幻冬舎　☎03−5411 − 6222（1 , 200円＋税）
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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

５月から１１月までの全 ７回、原則１０：００～１１ ： 
３０／市民会館 大ホール／各２,８００円／定
員各４００名／３月１５日月 までに申込
歴史にスポットを当て、その時代の人物や出
来事、文化などを学ぶ。
■問 生涯学習課 歴史講座担当
　☎０７９‐２２１‐２７８４

■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

■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

■姫路市吹奏楽団 団員
練習日：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

募集
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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。

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

500円 （全席指定）450円 （全席指定）文化センター
大ホール

5月 5日（祝）
11：00～

姫路市文化センター さよなら公演
第24回 姫路ジャズ・フェスティバル
地元ジャズ・バンド大集合

3月 4日（木）3月 2日（火）

一般 3,000円
高校生以下 1,500円 （全席指定）

一般 2,700円
高校生以下 1,350円 （全席指定）

文化センター
大ホール

5月30日（日）
14：00～

姫路市文化センター さよなら公演

 播磨国 吹奏楽団 演奏会
はりまのくに3月26日（金）3月24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

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

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～

キャスパシアタープロジェクト
「音楽劇 シンデレラ」

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

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」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 3月号
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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」

「交響詩ひめ じ」演奏会
壮大なシンフォニーで奏でる ふるさと讃歌

音楽のまち・ひめ じ 特別企画
ランチタイ ム コ ンサー ト

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。

 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

「四国こんぴら歌舞伎大芝居鑑賞ツアー」
中止のお知らせ

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298 －8014

毎年4月に、財団友の会会員特典として「四国こんぴら歌舞伎大芝
居鑑賞ツアー」をご案内しておりましたが、会場の「旧金毘羅大芝
居（金丸座）」が耐震補強工事中のため、2021年度の公演及び鑑賞
ツアーは中止となりました。
会員のみなさまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解
のほどよろしくお願いいたします。

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

パ ルナソ スホー ル
「1日体験」受講者募集

PICK UP

小学生以上を対象とした体験講座です。

オルガン講座
4月18日（日） 【A（小・中学生）】 13：00～14：30
【B（小学生以上どなたでも）】 15：00～16：30
／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6名程度／3月1日
（月）から4月2日（金）までに申込※必着
当日は客席で保護者や一般の観覧もできます（観
覧料500円、要申込）。

チェンバロ講座
4月24日（土） 13：00～14：00／講師：高橋千恵
さん／2,000円／定員5名程度／3月24日（水）
までに申込
15～18世紀のバロック音楽に欠かせない鍵盤楽
器を学びます。経験の有無は問いません。定員に
満たない場合は申込期間を延長します。

■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、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。　※当日券はございません。

横田健徳 ジョシュア・
ブルメンサル

橘田達郎福中 明 川岸三哲

■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。
※友の会会員特典対象外の公演です。
●出演者が変更になりました。

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とともに、魂を揺さぶる名曲をお届けし
ます。

出演／カーチュン・ウォン（指揮）、佐藤晴真（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

P AC が贈る《幻想》

■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。

大阪交響楽団
Ⓒ 飯島 隆

山下一史
Ⓒ ai ueda

兵庫芸術文化センター管弦楽団
© 飯島 隆

佐藤晴真
© ヒダキトモコ

カーチュン・ウォン
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  9：00葛1 1：30
1 2：30葛1 7：00

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）293‐7300

姫路市文化センター さよなら公演
第24回 姫路ジャズフ ェスティ バ ル
地元ジャズ・バ ンド大集合

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

5月5日（祝） 11：00～／文化センター 大ホール／
500円（全席指定）　※今回は指定席となります。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※3月4日（木） 発売開始　［友の会 3月2日（火）］

ジャズ三昧の1日を
姫路市はもとより播磨各地か
ら腕に覚えのあるアマチュア
バンドが大集合。1日中ジャ
ズの音色に染まる恒例のジャ
ズフェスティバルです。
出演／
Swing C at s
Twinkle Jaz z Orchest ra
Sunday Sounds Jaz z Orchest ra
West winds Jaz z Orchest ra
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部
　“ビッグ・フレンドリー・ジャズ・オーケストラ”
姫路市立灘中学校吹奏楽部

鈴木慎哉 g roup
M egatone Jaz z Orchest ra
SHINY HEARTS JA Z Z ORCHEST R A
Saturday Night Gang Big Band

VOL.408文化情報 姫路 3月号
2021年2月28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、公演内容の変更、または延期や中止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。

優美な響きに包まれて

大平健介白井 圭

姫路市文化センター さよなら公演
 播磨国 吹奏楽団 演奏会
はりまのくに

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

5月30日（日） 14：00～／文化センター 大ホール／
一般 3,000円、高校生以下 1,500円（全席指定）
※3月26日（金） 発売開始　［友の会 3月24日（水）］

■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）

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

播磨ゆかりのプレーヤーが佐渡 裕、
エリック・ミヤシロと贈る“ブラスの神髄”
昨年の「姫路レミゼプロジェクト」に参加した、播磨にゆかりのある
吹奏楽メンバーが再結集。世界的に有名な指揮者の佐渡 裕とトラン
ペット奏者のエリック・ミヤシロをゲストに招き、コンクール課題曲
や名曲の数々をお届けします。
出演／指揮：佐渡 裕
　　　トランペット：エリック・ミヤシロ
　　　吹奏楽：播磨国吹奏楽団
プログラム／
　Ｌ．バーンスタイン：キャンディード序曲
　2021年度吹奏楽コンクール課題曲
　　Ⅰ．トイズ・パレード
　　Ⅳ．吹奏楽のための「エール・マーチ」
　Ｂ．コンティ：ロッキーのテーマ
　和泉宏隆（真島俊夫 編曲）：宝島 他 エリック・ミヤシロ
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