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創作オペラ「千姫」の
上演に向けて尽力

声楽家　 井  上   敏  典  さん
いの うえ とし のり

千姫にとって最も幸せな日々だったと伝わります。
　原作は、このオペラのために書き下ろされた玉岡かおる
さんの『姫君の賦 千姫流流』。「とてもいい原作。千姫と姫
路とのつながりや、姫路が豊かなまちへと発展した理由な
どを知ってもらえる絶好の機会になるのでは。市民の皆さ
んには、観終わった後に新しい目で姫路城を見てほしいし、
千姫がいた姫路に生きているんだと実感してほしい」と井
上さん。昨年８月まで関西歌劇団の理事長を務めていたこ
ともあり、音楽と総監督を務める財団芸術監督の池辺晋一
郎さん、演出家の岩田 達  宗 さんらと協議調整を進め、キャ

たつ じ

ストやスタッフ、練習ピアニストなどのコーディネートに
あたってきました。昨夏に実施された公募オーディション
の審査員も務め、「忠政役の池内 響さんをはじめ、重要な
役どころを姫路在住の演奏家が演じます」とのこと。徳川
家の側近、本多家の家来たちには播州合唱連盟に加盟する
合唱団から約５０名が出演する予定です。
　そして井上さんも、忠刻に召し抱えられる宮本武蔵役で
出演します。「『乱世の剣は己が生きるための剣、太平の剣
は人を生かすための剣』と、自分の役目を弟子に譲ること
を忠刻に語るセリフがある。時代の移り変わりを見つめ自
身の引き際を悟ったような、大好きなセリフです」「総勢約
７０名が出演する２幕１９場の物語で、衣装も多く、贅沢な公
演になると思う。観てよかったな、もう一度観てみたいな、
と思ってもらえるような作品を、素晴らしいホールからお
届けしたい」と話します。
　戦国から平和の時代を生き抜いた千姫を描く、華麗なる
歴史オペラに、どうぞご期待ください。

　今年の秋にオープンする「アクリエひめじ」の開館記念
公演として、１２月に創作オペラ「千姫」が上演されます。
世界遺産姫路城にまつわる女性のなかでも特に重要な人物
とされる千姫を描いた物語を通して、歴史と文化に彩られ
た平和のまち・姫路を内外に発信するとともに、新しいホー
ルの誕生を盛大に祝うというもので、その企画と制作体制
の構築に当初から携わっているのが声楽家の井上敏典さん
です。
　井上さんは大阪音楽大学大学院修了後、１９８３年にオペラ
「夕鶴」の運ず役、関西歌劇団のオペラ「賢い女」王様役で
デビュー。「フィガロの結婚」や「蝶々夫人」といった有名
オペラや創作オペラに出演するほか、日本歌曲やドイツ歌
曲のリサイタルを開催するなど、姫路に拠点を置きつつ各
地で演奏活動を続け、その豊かな表現力と声質が高く評価
されてきました。現在も舞台に立つほか同志社女子大学教
授として、また市内のしらさぎ音楽学院の学院長として、
人体や心の仕組みをふまえた独自の歌唱指導を行っていま
す。「僕は自分自身が歌うことより、人が楽しく歌っている
のを見るのが好き。学生の頃から、音楽が社会に果たす役
割について考えてきたことが、楽しく歌える発声の研究に
つながっていった。演奏者と観客がともに楽しみ、心が豊
かになるような音楽をつくっていきたい」と話します。
　千姫は慶長２年（１５９７）に京・伏見で生まれました。父
は徳川家康の三男秀忠、母は織田信長の姪。わずか７才で
豊臣秀頼と結婚しますが、大坂夏の陣で秀頼は自死。その
後、本多忠政の子、忠刻と再婚し、元和３年（１６１７）に姫
路へ。寛永３年（１６２６）に姫路を離れるまでの約１０年間は
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令和2年度 第43回姫路市芸術文化賞
姫路市を中心に芸術・文化活動を通して活躍し、地域文化向上に貢献した個人・団体に贈られる「第43回姫路市芸術文化賞」
の受賞者が決定。3月19日（金）に表彰式が行われました。

4人と 1団体が受賞

前身の「お城とリスの会」
を経て姫路薪能奉賛会に改
称。昭和46年、能楽を鑑賞
する機会の少ない市民に気
軽に能楽を鑑賞し、幽玄の
世界に触れてもらうことを
目的に「姫路城薪能」を開
始。以来、毎年姫路お城ま
つりに合わせて開催してい
る。近年は小中学生を対象
に体験教室を開催するな
ど、伝統文化の継承と子ど
もたちの育成事業に注力。
その功績は大である。

中学・高校時代を姫路で過ごし、
東京藝術大学へ進学。同大学院
を修了後ハンガリーへ留学し、
国立リスト・フェレンツ音楽大
学ピアノソリスト課程でリス
ト、バルトークの音楽を研究。
平成29年末に帰国後も意欲的
に演奏活動を行い、令和2年度
にはキャスパホールで故郷での
初のリサイタルを開催。姫路の
音楽文化を担う芸術家として今
後の活躍が期待される。

情報をお寄せください 「文化情報 姫路」は姫路市内で開催されるコンサート、舞台、展覧会などの情報を掲載しております。催しのタイトル・日時・料金・
問合せ先を、お気軽にお寄せください。原稿の締切は、催しの開催月の前々月の25日（6月開催なら4月25日）です。

毎月1回発行しておりました「文化情報 姫路」は、姫路市が進めるデジタル化にともない、この4月号をもって紙面での
情報発信を休止し、5月からは月ごとの催し一覧を公益財団法人 姫路市文化国際交流財団ホームページにて発信すること
になりました。さまざまな催しもの情報をよりタイムリーにお届けしてまいりますので、ご理解のほど、どうぞよろしく
お願いいたします。

「文化情報 姫路」紙媒体休止のお知らせ

正確に美しく描かれた植物画、
植物学的な芸術を指す「ボタニ
カルアート」を通信講座で学び
始め、佐藤廣喜氏に師事。国内
外で受賞を重ね、平成28年には
英国王立植物園での日本人植物
画展にも参加するなど国際的に
も活躍。姫路市内においても書
写の里・美術工芸館での個展や、
姫路市立美術館で植物画指導に
携わるなど、地域の美術振興に
も貢献している。

東京藝術大学邦楽科卒業、同大
学大学院修了。在学中に故山口
五郎、山本邦山両氏に師事。邦
楽の様々なジャンルや流派を超
えた和楽器奏者が集まる「和楽
器オーケストラあいおい」を主
宰。全国各地でコンサートを開
催するほか、東京、千葉、姫路
教室および西脇市立音楽ホール
のアピカ和楽器教室などで講師
として普及活動に携わり、邦楽
文化の向上に貢献している。

 姫  路  薪  能  奉  賛  会 
ひめ じ たきぎ のう ほう さん かい

（能楽振興）

 丸  山  きみよさん
まる やま

（ボタニカルアート）

 山   中   歩   夢 さん
やま なか あゆ む

（ピアノ）

 松   崎   晟   山 さん
まつ ざき せい ざん

（邦楽）

昭和を代表する歌人・斉藤史氏に師事。平成2年、
同門の歌人で妻の楠田智佐美と共に短歌ぐるうぷ
「象の会」 を創設し、 歌誌 『象』 を主宰。 以来、 30年
にわたり、結社にとらわれず研鑽・交流する自由な
気風で会を運営すると同時に、歌人組織の役員を歴
任し、播磨の歌壇をリードしてきた。音楽や美術に
も造詣が深く、地域文化の振興に貢献しており、そ
の功績は多大である。

 楠   田   立   身 さん（短歌）
くす だ たつ み

芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸術術術術術術術術術術文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化大大大大大大大大大大芸術文化大賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞
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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。

（
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
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 ！１（木）
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 ～春の渡り鳥を見よう～３（土）
西二階町商店街　０７９‐２２４‐６３４１１，５００円（当日 ２，０００円）西二階町 七福座１４：００～★枝光・あやめ・タージンの会３（土）

ブラジル音楽マトリックス
０８０‐６１８９‐４９７６（原田）

一　般　　 ９９０円
小学生以下 ５００円
（要申込）

キャスパホール１６：３０～２０：００★Ear th Child Samba Live Vol ．１２３（土）

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～４（日）
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５６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～４（日）

瀬川バレエスタジオ タン・リエ
０７０‐５４３２‐６２８０

無料
（全席指定、要申込）文化センター 大ホール１３：００～１６：００★瀬川バレエスタジオ タン・リエ

新スタジオ落成記念 第２回発表会４（日）

県立上郡高校　０７９１‐５２‐００６９無料パルナソスホール１３：３０～１６：００県立上郡高等学校吹奏楽部 定期演奏会４（日）

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
１０：３０～他１回

★姫路シネマクラブ 第１４３回例会「レディ・マエストロ」
６（火）

１０：３０～他２回７（水）
１０：３０～他１回８（木）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１，０００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０親子で竹あかりを作ろう１０（土）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００レッツゴー ！ 自然観察会 ～４月のみどころを紹介～１１（日）
jetミュージックフルーツ
０９０‐９７１３‐５７８２（松田）無料キャスパホール１０：００～１７：００第１６回 jet サウンドコンサート１１（日）

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１４：００～１５：３０★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１１（日）

姫路文学館　０７９‐２９３‐８２２８無料姫路文学館　講堂１４：００～１５：３０★姫路文学館コンサート　噛Cure‐S１１（日）
秀都　０９０‐５０４７‐６０８８１，０００円（当日 １，２００円）西二階町 七福座１４：００～桂弥っこと月亭秀都の落語勉強会１２（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１４（水）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０３００円（要申込）自然観察の森１０：００～１２：００★ぶ・ら・りウオーキング ～新緑の森～１５（木）

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１７（土）

三星会事務局
sanseikai1＠yahoo.co.jp資料代 ３００円東岡山西源寺（東今宿）

南門前集合１４：００～★三星会例会特別編「東山焼灯籠から男山窯を巡る
― 旧今宿村・船場地区史跡案内 ―」１７（土）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１，５００円（要申込）自然観察の森１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００苔テラリウム教室１８（日）

宮城社松乃会　０９０‐４５６９‐１７９９（西川）無料キャスパホール１２：００～１６：００★宮城社松乃会 箏・三絃 おさらい会１８（日）

パルナソスホール　０７９‐２９７‐１１４１受講料 ２，０００円
（要申込）パルナソスホール

Ａ １３：００～１４：３０
★オルガン講座「１日体験」１８（日）

Ｂ １５：００～１６：３０
グラッシオバレエスクール
０７９‐２７４‐５３９８無料文化センター 大ホール１３：００～１７：００★グラッシオバレエスクール 第４０回記念発表会１８（日）

親翠流詩舞道　０９０‐１７１７‐５２８８（笹野）無料キャスパホール１０：３０～１５：００★親翠の舞２１（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２１（水）

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（土）

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「短編を読む」２４（土）

市立手柄山温室植物園　０７９‐２９６‐４３００一　般　　　２１０円
６才～中学生 １００円手柄山温室植物園 ９：００～１７：００★オープンカフェ

２４（土）
２５（日）

自然観察の森　０７９‐２６９‐１２６０１，５００円（要申込）自然観察の森１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００コケ玉作り ～イロんなカタチのコケ玉作り～２５（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１４：００～１６：００★姫路交響楽団 第８５回定期演奏会２５（日）
コープ文化鑑賞会
０８０‐１４２１‐６６７１（吉田）３，５００円キャスパホール１４：００～他１回★コープ文化鑑賞会 第６３回例会

山崎バニラの活弁大絵巻 in ひめじ２８（水）

全日本ピアノ指導者協会
０３‐３９４４‐１５８３無料キャスパホール１０：３０～１７：００ピティナ ピアノ ステップ２９（祝）

沖縄フェスタ２０２１プロジェクト
０８０‐３０３０‐９１３０（太田垣）３，０００円（当日 ３，５００円）文化センター 小ホール１４：００～１６：３０★～沖縄フェスタ２０２１～

佐渡山 豊＆国吉 亮 とその仲間たちコンサート２９（祝）

市立琴丘高校　０７９‐２９２‐４９２５無料パルナソスホール１４：００～１７：３０姫路市立琴丘高等学校吹奏楽部 第３７回定期演奏会２９（祝）

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
「２０２１年度の星空」

１（木） 
～２９（祝）

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

■ 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）

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４回 生物多様性写真展
「ひめじのいきもの」～４/ ５（月）

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）

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４/２９（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 ―」～５/３０（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L字コーナー１０：００～１７：００★神戸人形賛歌

～ミナトマチ神戸が育てたからくり人形～～８/３１（火）

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西洋アジサイ展４/ ３（土）～５/ ５（祝）

見野の郷交流館　０７９‐２５２‐６６５９無料見野の郷交流館 ９：００～１７：００★「播磨路は我らが屋外美術館」
～彫刻家 牛尾啓三作品展～４/ ３（土）～５/ ９（日）

グローリー栄光会
０７９‐２９４‐６３１８（石堂）無料市民ギャラリー 第３展示室１０：００～１７：３０★第６回 グローリー栄光会 総合作品展４/ ５（月）～ １１（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
「姫路市美術展受賞絵画作品」４/ ５（月）～ ８/ ６（金）

姫路写真交流会
０８０‐１４２６‐３６６８（松下）無料市民ギャラリー

第１・第２展示室１０：００～１７：００★第２０回 姫路・韓国昌原市馬山
国際写真交流展４/ ６（火）～ １１（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★椿野浩二作品展 ― 描いた、楽しんだ ―４/１０（土）～ ２５（日）

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

書写の里・美術工芸館
展示室 B・C、企画展示室、
一般展示室

１０：００～１７：００
★

春季特別展
「創作人形の世界 渡辺うめ人形展」４/１０（土）～ ６/ ６（日）

１４：００～１４：３０●展示解説会４/１７（土）・２９（祝）

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★私のマル 小野田實展４/１０（土）～ ６/２０（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★具体美術協会の作家たち４/１０（土）～ ６/２０（日）

英の会　０７９１‐６６‐１１１４（久保田）無料市民ギャラリー
第１・第２展示室 ９：００～１６：００★第３回 英の会 日本画のなかま展４/１２（月）～ １８（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「開館３０周年記念 猫のダヤン３５周年
ダヤンと不思議な劇場 池田あきこ原画展」４/１７（土）～ ６/ ６（日）

要観覧券、要申込
姫路文学館 講堂

 ９：４０～１０：００●開会式に参加しよう ！！
４/１７（土）

要観覧券、先着順１１：００～他１回●池田あきこ サイン会

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号館東室１０：００～１７：００★端午の節句 ～武者人形と甲冑飾り～４/１７（土）～ ６/２７（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「山口県の諸玩具」４/１７（土）～ ８/２６（木）

こば教室　０７９‐２７４‐２７９３（原野）無料市民ギャラリー
第１・第２展示室 ９：３０～１８：３０★第１回 こば教室 学習成果発表会４/２３（金）～ ２５（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
★

サクラソウ展４/２４（土）～ ２９（祝）
１１：００～●展示説明会４/２５（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「広告と近代のくらし」４/２４（土）～ ６/２０（日）

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★春季企画展「姫路城と手柄山慰霊塔

～平和への祈りを込めて～」４/２４（土）～ ７/ ４（日）

曽左公民館水彩画教室
０７９‐２６６‐１０３８（細見）無料市民ギャラリー 第２展示室１０：００～１７：００★曽左公民館文化講座 水彩画教室作品展４/２６（月）～ ５/ ２（日）

今井　０４６‐２７４‐７４２５無料文化センター 展示室１０：００～１８：００
※初日は１３：００～今井信吾 展４/２８（水）～ ５/ ４（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３回 小林平一コレクション展４/２９（祝）～ ５/３１（月）

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２０２１ ―」４/２９（祝）～ ９/２３（祝）

１０：３０～他１回●展示解説４/２９（祝）

姫路市立美術館　０７９‐２２２‐２２８８
一　 般 ２１０円
高・大生 １５０円
小・中生 １００円

姫路市立美術館 常設展示室１０：００～１７：００國富奎三コレクション
フランス近代絵画 モネからマティスまで常　設

■ 展示・アー ト ※休館日および初日・最終日の開催時間につきましては各館または主催者へご確認ください。
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上智津子さん（いずれもピア ノ）の出演で、メ
ンデ ル スゾ ーン：春の歌、グリ ーグ：春に寄す
など春にちなんだ作品に、山田耕筰の作品、
ショパンやラフマニノフの名曲を組み合わせ、
解説トーク付きで演奏す る。
■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
４月１１日日１４：００〜１５：３０／講堂／無料
「Cure‐S」によるオカ リ ナの演奏を楽しむ。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市 民 会 館  
■新井深絵 ソ ウ ル＆ゴス ペル コ ンサー ト
５月１５日土１８：３０〜２０：３０／大ホール／
一般４,５００円、高校生以下２,５００円
大阪出身のソウル・ゴ スペルシンガー新井深
絵が力強い歌声と温かさで笑いの絶えない
ステージを繰り広げる。 曲目は 「ア メ イジン グ・
グレイス」「ばあちゃんのア リ ラン 」他。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２

■姫路文連・黒川録朗賞受賞者 による
ジプシージャズの世界 ヴァイオ リ ン×
マカフェ リ ギター デ ュオ コ ンサー ト
５月３０日日１４：００〜 ／大ホー ル ／ 一般４,０００ 
円、高校生以下２,０００円
土井美佳さん（ヴァイオ リ ン）、伊藤淳介さん
（マカフェリ ギター）の出演で、曲目はモン
ティ：チャー ルダ ーシ ュ、ピアソラ：タンゴの歴
史 より 他。
■問 姫路労音　☎０７９‐２９０‐５５２２
　
  そ の ほ か  
■沼光絵理佳 ピア ノ リ サイ タ ル
４月４日日１４：００〜／Tat suno 音乃蔵（た
つの市）／３,５００円（当日４,０００円）
リスト：ピア ノ ソナタロ短調 S . １７８、ショパン：ア
ンダンテ・スピナートと華麗なる大ポロネーズ
変ホ長調 Op. ２２ 他を演奏す る。

6 情報をお寄せください　「文化情報 姫路」は姫路市内で開催されるコンサート、舞台、展覧会などの情報を掲載しております。催しのタイトル・日時・
料金・問合せ先を、お気軽にお寄せください。原稿の締切は、催しの開催月の前々月の25日（6月開催なら4月25日）です。

コンサート／舞台

　
  文化セ ンター  
■姫路交響楽団 第85回定期演奏会
４月２５日日１４：００〜１６：００／大ホール／
無料（４月１０日土までに往復ハガキで申込） 
黒田 洋さんの指揮、山中歩夢さんのピア ノ
独奏で、グリ ーグ：劇音楽「ペール・ギ ュント」
第１組曲・ピア ノ 協奏曲イ短調、シベ リ ウ ス：
交響詩「フ ィ ンランデ ィ ア」・交響曲第５番変ホ
長調を演奏す 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）

■〜沖縄フェスタ2021〜
佐渡山 豊＆国吉 亮 とその仲間たち
コ ンサー ト
４月２９日祝１４：００〜１６：３０／小ホール／
３,０００円（当日３,５００円）
いずれも沖縄出身のフォークシンガ ー佐渡山
豊とギタリスト国吉 亮のほか、「なんちゃん
ず」「ハセキカク」など５組がオープニン グア
クトとし て出演す る。
■問 沖縄フェスタ２０２１プロ ジ ェク ト
　☎０８０‐３０３０‐９１３０（太田垣）
　
  キャスパホー ル  
■宮城社松乃会 箏・三絃 おさらい会
４月１８日日１２：００〜１６：００／無料
西川順子さん、西川かをりさん、松乃会会員
と國見政之輔さんが出演す る発表会。「都
踊」「水の変態」「さくら変奏曲」などの宮城
道雄作品を中心に、 古典、 新曲を演奏す る。
■問 宮城社松乃会
　☎０９０‐４５６９‐１７９９（西川）
　
  あいめっせホー ル  
■第56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〜
４月４日日１０：００〜１１：３０／無料
青木智子さん（ソプラ ノ）、松尾益民さん、井

■問  Tat suno 音乃蔵
　☎０９０‐５１３５‐５８９０（井口）

■ NHK 交響楽団首席ホルン奏者
福川伸陽 ホルン リ サイ タ ル
５月３日祝・４日祝、いずれも１４：００〜／
Tat suno 音乃蔵（たつの市）／５,０００円
（当日５,５００円）
NHK交響楽団首席ホルン奏者による日替
わり演奏会。ベートーヴ ェン：ホルンソナタ、
ツ ェルニー：アン ダンテとポラッカ、リ ー ス：ホル
ンソナタ 他を演奏す る。
■問  Tat suno 音乃蔵
　☎０９０‐５１３５‐５８９０（井口）

　
  文化セ ンター  
■瀬川バ レエスタジオ タン・リ エ
新スタジオ落成記念 第2回発表会
４月４日日１３：００〜１６：００／大ホール／無料
（全席指定、前日までに要申込）
元関西フィルハーモニー管弦楽団コンサート
マ スターのギ ルオギ・バブアゼさんを招き、
「西宮きらきら母交響楽団」の生演奏で行う
発表会。今年のローザンヌ国際バレエコン
クールで入賞を果たした淵山隼平さんがゲ
スト出演す るほか、教室生がオペラからの演
目やバレエコンサート、「コッペリ ア」第３幕を
中心としたダ イジ ェストを披露す る。
■問 瀬川バ レエスタジオ タン・リエ
　☎０７０‐５４３２‐６２８０

■ グラッシオバ レエスクール
第40回記念発表会
４月１８日日１３：００〜１７：００／大ホール／
無料
ゲ ストに岩本正治さん、佐藤 航さん、金 兌
潤さん 他を迎え、スクール４０周年記念にふ
さわしい華やかな作品「ドン・キホーテ」と
「美女と野獣」を上演す る。

■問 グラッシオバ レエスクール
　☎０７９‐２７４‐５３９８
　
  キャスパホー ル  
■ Ear th Child Samba Live V ol .1 2
４月３日土１６：３０〜２０：００／一般９９０円、小学
生以下５００円（要申込）
ペルーのフォルクローレ、ア ルゼンチン タンゴ 、
ブラジ ルのサン バと、３カ国の音楽とダン スを
披露す る。 
■問 ブラジ ル音楽マ ト リ ックス
　☎０８０‐６１８９‐４９７６（原田）

■親翠の舞
４月２１日水１０：３０〜１５：００／無料
「黒田節」「古城」「白鷺の城」のほか、今年
の大河ドラマにちなみ徳川斉昭作“弘道館
にて梅花を賞す”などを披露す る。
■問 親翠流詩舞道
　☎０９０‐１７１７‐５２８８（笹野）

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

PICK UP 姫路市ジ ュニアオーケ ス トラ
団員を追加募集

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、2021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 ほか
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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。

■ コ ープ文化鑑賞会 第63回例会
山崎バニラの活弁大絵巻 in ひめ じ
４月２８日水 １１４：００〜１５：３０ ２１７：３０〜１９：
００／３,５００円
戦前の無声映画を「聴く」エンターテイ ン メ ン
ト。若手活弁士・山崎バニラが大正琴とピア
ノの弾き語りで「虚栄は地獄」「キートンの探
偵学入門」などの物語を繰り広げ る。
■問 コ ープ文化鑑賞会事務局
　☎０８０‐１４２１‐６６７１（吉田）
　
  市 民 会 館  
■歌舞劇団「田楽座」姫路公演
５月８日土１８：００〜２０：００、９日日１３：００〜１５：
００／大ホール／一般３,５００円、小中生・障
がい者２,０００円、２dayチケット６,０００円（当
日各５００円増）
滋賀県の水口囃子、山形県の花笠音頭な
ど日本各地のまつり芸能を披露す る。
■問 田楽座姫路公演実行委員会「でん でん
　播磨」　☎０９０‐７１０３‐０９１８（宮口）
　
  西二階町 七福座  
■枝光・あやめ・タージンの会
４月３日土１４：００〜／１,５００円（当日２,０００円） 
桂枝光、桂あやめ、タージン、月亭八織の出
演。
■問 西二階町商店街　☎０７９‐２２４‐６３４１

■七福寄席
４月２１日水 １１２：００〜 ２１４：００〜／８００円
上方落語協会からプロの噺家２名 露の新
治、桂弥っこを迎える。
■問 西二階町商店街　☎０７９‐２２４‐６３４１
　
  そ の ほ か  
■第1 6回 劇団ここから小劇場
「ク リ バヤシ・キャ ロ ル」
４月３日土 １１５：００〜 ２１８：００〜、４日日 １
１１：００〜２１４：００〜／氷丘公民館（加古川
市） ／一般１,０００円、中・高生５００円（要申込） 
サチコ は訳アリ 格安ア パート・栗林ハイツに
天野楓と一緒に住ん でいる。ク リス マ スが近
づきあの曲が聞こえ てくる頃、奇跡が起こる
……？ 小川未玲の作品を、松井麗子さんの
演出で。
■問 劇団ここから ☎０９０‐１１４２‐７１５９（田口）

■第六十七回 ウェルネス日曜寄席
４月４日日１４：３０〜 ／加古川ウェルネスパ ー 
ク／一般１,５００円、中・高生８００円（当日各
２００円増）
笑福亭純瓶、桂小留、旭堂南歩の出演で、
落語２席、講談１席を披露す るほか落語入門
講座も。
■問 加古川ウェルネスパーク
　☎０７９‐４３３‐１１００

  書写の里・美術工芸館  
■春季特別展
「創作人形の世界 渡辺うめ人形展」
４月１０日土〜６月６日日、１０：００〜１７：００／展
示室B・C、企画展示室、一般展示室／一般
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３１０円、高・大生２１０円、小・中生５０円
青森県に生まれ但馬で暮らし、昭和５０年代
から本格的に取り組んだ農民人形が現在も
根強い人気をもつ渡辺うめの作品を中心に、
播磨で活躍する創作人形作家にも焦点をあ
て、作品や資料約８０点を展示す る。
●展示解説会
４月１７日土・２９日祝・５月５日祝・２２日土、
いずれも１４：００〜１４：３０／要入館料（定
員各先着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
■ コ ーナー展示「山口県の諸玩具」
４月１７日土〜８月２６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
下関のふく笛、見島の鬼ようず 、萩の夏みか
ん土鈴など約８０点を展示す る。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１
■曽左公民館・山野草とミニ盆栽講座
山野草展
５月８日土〜９日日、９：３０〜１６：３０／交流庵
／無料
講座受講生が、山野草の素朴さ、優しさなど
の風情ある作品を発表す る。
■問 曽左公民館・山野草とミニ盆栽講座
　☎０７９‐２６６‐５９２７（清水）
　
  姫路市立美術館  
■私のマル 小野田實展
４月１０日土〜６月２０日日、１０：００〜１７：００／
企画展示室／一般８００円、高・大生６００円、
小・中生２００円
国際的にも再評価が高まる具体美術協会の
会員とし て知られ、日本の戦後美術を語る上
で重要な画家の一人である小野田實。終戦
の前年に姫路に移って以来、２００８年に生涯
を閉じるまで自身の哲学を作品化し続けた
孤高の前衛画家の、初期から最晩年までの
画業を網羅する過去最大規模の回顧展。
今なお雄弁な小野田独自の造形言語「私
のマル」を世界に発信す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８

■具体美術協会の作家たち
４月１０日土〜６月２０日日、１０：００〜１７：００／
コ レクションギャラ リ ー／無料
「私のマル 小野田實展」に合わせ、小野田
が所属した具体美術協会に関係した画家
の作品を展示。具体美術協会の主宰者・吉
原治良の「今までになかったものを創れ」と
いう提言のもとで制作された、時代の先を行
く作品を紹介す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８

　
  姫路文学館  
■特別展
「開館30周年記念 猫のダ ヤン35周年
ダ ヤン と不思議な劇場 池田あきこ原画展」 
４月１７日土〜６月６日日、１０：００〜１７：００／
一般７００円、高・大生４００円、小・中生２００円
絵本作家・池田あきこさんが描く不思議な世
界“わちふぃーるど”の猫のダヤンとその仲間
たちの物語を、原画や段ボー ルアート、ジオ
ラマなどにより立体的に紹介する。

●開会式 に参加しよう ！
４月１７日土９：４０〜１０：００／講堂／要観覧
券（定員３０名、４月２日金 までに申込※必
着）
ダヤンが新曲「ダン スダン スダヤン」にあわ
せてダン スを披露す る。
●池田あきこサイン会
４月１７日土 １１１：００〜１２：００ ２１４：００〜
１５：００／講堂／要観覧券（定員各１００名、
先着順※整理券（１人１枚）を９：００から配
布）
図録・書籍・サイン会対象グッズ購入者が
対象。サイ ンは１人１点。
■問 姫路文学館　☎０７９‐２９３‐８２２８
　
  市民ギャラ リ ー（イ ーグレひ めじ）  
■第6回 グロ ー リ ー栄光会 総合作品展
４月５日月〜１１日日、１０：００〜１７：３０／
第３展示室／無料 ※初日は１３：００〜
グロ ー リ ー OBが開催す る２年に１度の作品
展。 写真、 絵画、 水墨画、 書、 陶芸、 彫刻、
竹細工など約６０点を展示す る。
■問 グロ ー リ ー栄光会
　☎０７９‐２９４‐６３１８（石堂）

■第20回 姫路・韓国昌原市馬山
国際写真交流展
４月６日火〜１１日日、１０：００〜１７：００／
第１・第２展示室／無料
姫路地区と韓国・昌原市の写真家が相互
訪問し て撮影した作品を展示し、両国の魅
力と姉妹都市交流の意義を紹介す る。
■問 姫路写真交流会
　☎０８０‐１４２６‐３６６８（松下）

鑑　賞
しま し た

筆舌に尽くし難い素晴らしさでした。 お三人の音楽に向かう姿勢やバッハへの思いが伝わってきました。 「正解を求めないで」「違いを楽 しん で」。 まさに音楽の
究極の姿だと思いました。（明石市 K・Kさん）　バッハを古楽器で聴いて 「こんなにもあたたかくて優しい音楽になるんだ。 バッハは、 本当はこういう風に演奏 し てほしかったのかな…」 と感 じました。 生きているアンサンブ ル、 上質
な音楽に癒されました。（兵庫県 T・Aさん）　1曲目の1小節を聴いたときに涙が出そうなくらい、 あたたかく、 穏やかな音で感動しました。 ヴァイオリ ンやチェ ロの音色の美 しさに初めて触れたような気がします 。（姫路市 K・Sさん）

バ ロック in 姫路 バッハのすゝ め（1 / 31 ）

※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

■問  文化国際課　☎ 079 －221－2098
こちらのQRコードから
アクセスできます。

アクリエひめじの体験会に参加する市内の文化団体を募集しま
す。開館前に、新しいホールの舞台を体感してみませんか。
●期　　間／7月30日（金）～8月15日（日）
●場　　所／アクリエひめじ
　　　　　　大ホール・中ホール・小ホール
●参 加 費／無料
●団 体 数／32団体（ホールごとに参加人数の下限、上限あり）
●申込締切／5月7日（金）
※詳細はホームページでご確認ください。

中ホール

PICK UP 「アクリエひめじ」 文化団体体験会参加者を募集します

「劇場の構想」
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鑑　賞
しま し た

息子が通う高校のホー ル に一度行ってみたいと思い参加。 オ ルガンがこんなにすごいものだとは
知らなかった。 「ロンドンデリ ー」 は男声合唱で歌ったこともあるので懐かしく感じた。（姫路市 M・Tさん）　とても素晴らしく、 もっともっと聴いていたかった。 生音でしか感じられない感動というか、 オ ルガンの歌声が聞こえるようでした。（たつの市 匿名）　歌っ
たことのある曲や 「愛の挨拶」、 馴染みある民謡もまた違った形とし て聴 けて楽しかった。（神戸市 匿名）　若手らしいひたむきさと、 完成度の高さを感 じた。 バッハを聴 けたのが個人的 に嬉しく、 最も印象に残ったのは 「ブ ルーン ス」 でした。（上郡町 S・Tさん）

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」（2 /1 3）

ど端午の節句にまつわる郷土人形や郷土玩
具も展示す 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 −」
５月３０日日 まで、 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  
■椿野浩二作品展 − 描いた、楽 し んだ −
４月１０日土～２５日日、１０：００～１８：００／無料
但馬在住の洋画家・椿野浩二さんの個展。
土や廃材などを用いた作品のほか「楽しむ
事」をテーマに コ ラージ ュや垂らし込みの技
法を用いた作品など、大作・小品あわせて約
４０点を展示す る。
■問 ルネッサンス・スクエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２

　
  パ ル ナソスホー ル  
■オ ルガン講座「1日体験」
４月１８日日【A】 （小・中生）１３：００～１４：３０【B】 
（小学生以上どなたでも）１５：００～１６：３０／
受講料２,０００円（４月２日金までに申込）
オルガンに興味のある小学生以上を対象と
した体験講座。パルナソスホールオ ルガ ニス
トの長田真実さんが講師を務める。
■問 パルナソスホール　☎０７９‐２９７‐１１４１
　
  キャスパホー ル  
■姫路シネマクラブ 第1 43回例会
「 レ ディ・マエス ト ロ 」
４月６日火 ①１０：３０～ ②１４：００～、７日水 ①
１０：３０～ ②１４：００～ ③１９：００～、８日木 ①１０： 
３０～ 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
「指揮者になる」という夢を女性が見る ことさ
え許されなかった時代に、自らの手でその夢
を掴み活躍した女性指揮者のパイオニア 、ア
ントニア・ブリ コの半生をもとにした伝記ドラ
マ。 彼女の波乱万丈な道のりを、 マーラー：交
響曲第４番、スト ラビン スキー：火の鳥 などの
名曲とともに描く。
■問 姫路シネマクラブ　☎０７９‐２８１‐８００７
　
  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。

■森をまる ご と楽 しもう ！
４月１日木１０：００～１２：００／３００円（定員２０名） 
大人向け。植物観察や森林浴、ネイチャー
ゲームや詩の朗読などを通し て、森の恵みを
心と体で感じながらゆっくりと歩く。 雨天中止。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０

品資料をパネルなどで紹介す る。
■問 見野の郷交流館　☎０７９‐２５２‐６６５９
　
  市役所 市民 ロ ビ ー  
■市民 ロ ビ ー展示
「姫路市美術展受賞絵画作品」
４月５日月～８月６日金、８：３５～１７：２０／無料
令和２年度の姫路市美術展出品作品から
受賞作品を展示す る。
■問 姫路市立美術館　☎０７９‐２２２‐２２８８
　
  市立手柄山温室植物園  
■サクラソウ展
４月２４日土～２９日祝、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
「緑の相談所」と共同で５０種１００点を展示
す る。４月２５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
　
  県立歴史博物館  
■特別企画展「広告と近代のくらし」
４月２４日土～６月２０日日、１０：００～１７：００／
一般５００円、大学生３５０円
明治から大正、昭和にかけての多彩なデザ
イ ンをもつ広告の移り変わり を、その背景にあ
る近代のくらしの変化とともにたど る。
●れきはくアカ デミー
　「広告と近代のくらし」
５月９日日１４：００～１５：３０／地階ホール／
無料（定員５０名、４月９日金 から２３日金 ま
でに申込）
同館学芸員の吉原大志さんが講師を務
める。
■問 県立歴史博物館　☎０７９‐２８８‐９０１１
　
  姫路科学館  
■第3回 小林平一 コ レクション展
４月２９日祝～５月３１日月、９：３０～１７：００／
１階特別展示室／無料
小林平一コレクションの昆虫や鳥類標本を
展示し、鬼瓦職人であり自然史資料収集家
でもあった故小林平一氏が魅せられた生き
物の美しさと標本収集の意義を紹介す る。
■問 姫路科学館　☎０７９‐２６７‐３００１
　
  日本玩具博物館  
■神戸人形賛歌
～ミナ トマチ神戸が育てたか らくり人形～
８月３１日火 まで、１０：００～１７：００／２号館 L 字
コ ーナー／一般６００円、高・大生４００円、４才
以上２００円
明治時代中頃に神戸で誕生し、外国人観
光客の人気を集め、世界へと旅立っていっ
たからくり人形「神戸人形」を紹介す る。
■問 日本玩具博物館　☎０７９‐２３２‐４３８８
■端午の節句 ～武者人形と甲冑飾り～
４月１７日土～６月２７日日、１０：００～１７：００／
６号館東室／一般６００円、高・大生４００円、
４才以上２００円
明治・大正・昭和時代に町家で飾られた武
者人形や甲冑飾りを展示し、各時代に人気
を博した節句飾りの様式を紹介す るほか、幕
末から明治時代にかけて作られた土人形な

■第3回 英の会 日本画のなかま展
４月１２日月～１８日日、９：００～１６：００／
第１・第２展示室／無料
５０号から SM号まで、個性さまざまな日本画
を展示す る。
■問 英の会　☎０７９１‐６６‐１１１４（久保田）

■第1回 こ ば教室 学習成果発表会
４月２３日金～２５日日、９：３０～１８：３０／
第１・第２展示室／無料
こば教室（書道・硬筆・ペン）で学ぶ教室生
が日頃の成果を発表す る。
■問 こ ば教室　☎０７９‐２７４‐２７９３（原野）

■曽左公民館文化講座 水彩画教室作品展
４月２６日月～５月２日日、１０：００～１７：００／
第２展示室／無料 ※初日は１２：００～
教室生の作品を展示す る。
■問 曽左公民館 水彩画教室
　☎０７９‐２６６‐１０３８（細見）
　
  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
■春季企画展「姫路城と手柄山慰霊塔
～平和への祈 りを 込めて～」
４月２４日土～７月４日日、９：３０～１７：００／２階
多目的展示室／無料
太平洋戦争末期の姫路空襲で奇跡的に戦
火を逃れた姫路城や、全国の空爆犠牲者を
慰霊し平和を願う手柄山の慰霊塔について
紹介す る。
■問 平和資料館　☎０７９‐２９１‐２５２５
　
  埋蔵文化財セ ンター  
■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
■企画展
「 T SUBOHOR I − 発掘調査展2021−」
４月２９日祝～９月２３日祝、１０：００～１７：００／
無料
関ノ口遺跡や今宿遺跡、姫路城城下町跡
など、令和元年（平成３１年）度に実施した発
掘調査成果をまとめて紹介す る ほか、令和２
年度の主な調査成果速報も。
●展示解説
４月２９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
　
  見野の郷交流館  
■企画展「播磨路 は我 らが野外美術館」
～彫刻家 牛尾啓三作品展～
４月３日土～５月９日日、９：００～１７：００／無料
国内外で活動し、姫路市内をはじめとす る
播磨各地の公共スペー スに数多くの作品が
設置され ている彫刻家・牛尾啓三さんの作
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■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 植物作品展
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、夏を詠んだ短歌など、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

■第34回 こどもの絵画展
応募締切：５月２４日月※必着
小学生を対象とした公募児童画展。入選作
品は ６月１２日土 から ２７日日 の期間にギャラ
リー ルネッサン ス・スクエアで展示す る。優秀
作品には賞品、応募者全員に記念品を進呈。 
■問 ルネッサンス・スクエア
　☎０７９‐２２４‐８７７２

■文化講演会「地形から見る日本文明
～日本文明の謎を解く～」
５月２６日水１４：３０～１６：００／文化センター
小ホール ／無料／定員５００名 （申込受付順、 
定員に達し次第締切）
日本水フォーラム代表理事で工学博士の竹
村公太郎さんによる講演。
■問 山陽特殊製鋼文化振興財団事務局
　F A X ０７９‐２３５‐６３９０

■姫路狂楽会
稽古：毎月２回（不定期）１８：３０～２１：００／本
城能楽堂（元塩町）／講師：茂山千五郎（大
蔵流狂言師）／月謝１０,０００円（別途諸経費
が必要）
日本最古の喜劇「狂言」を気軽に学ぶ教
室。見学随時大歓迎。
■問 茂山狂言会事務局　☎０７５‐２２１‐８３７１

鑑　賞
しま し た

コ ロ ナ禍で心が固くなっていました。 優 しくてあたたかい気持ちになれました。（姫路市 K・Tさん）　とても楽しい
時間でした。 三浦さんの声を聞き 「あー、 この声だ」 と懐かしく思いました。（上郡町 M・Tさん）　リ クエスト中心の選曲構成が良いと思います 。 三浦アナの解説がスパイスになり、 曲を十二分 に楽しむことができます 。（加古川市 S・Tさん）　三浦さん にお逢いできる
のが楽しみです 。 コ ロ ナ禍の中、 よくぞ開いてくださいました。（東大阪市 Y・Sさん）　通勤帰り に聴いている 「名曲ラジオ 三浦です」 の雰囲気がそのまま移動した感じで、 楽 しく聴かせて頂きました。 三浦さんの渋くて素敵な声にも癒されました。（京都市 H・Yさん）

懐か しの洋楽 ヒッ トパ レード 第 1 7回 ～身も心も温まるこの洋楽～（2 / 1 4）

※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

■ ロ ープで木登 り ～ツ リ ーイング～
４月４日日①９：３０～②１１：００～③１２：４５～④
１４：００～⑤１５：１５～／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

■ぶ・ら・り ウオーキング ～新緑の森～
４月１５日木１０：００～１２：００／３００円（定員２０
名）
大人向け 。季節の花や樹木などの森の魅力
を探しながら新緑の森を歩く。
■問 自然観察の森　☎０７９‐２６９‐１２６０
　
  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
「2021 年度の星空」
４月１日木～２９日祝、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
４月から来年３月までの天文現象を先取りで
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
「 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
　
  市立手柄山温室植物園  
■ア ロ マイ ベ ン ト
４月１４日水・１７日土・２４日土、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 ントなどを行う。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００

■オープンカフェ
４月２４日土・２５日日、９：００～１７：００／一般
２１０円、６才～中学生１００円
香寺ハーブガーデンのハーブティーが展望
デッキテラスで試飲できるほか、ハーブを練り
込んだパンなどハーブ商品の販売も。
■問 市立手柄山温室植物園
　☎０７９‐２９６‐４３００
　
  東岡山西源寺（東今宿）  
■三星会例会特別編
「東山焼灯籠から男山窯を巡る
− 旧今宿村・船場地区史跡案内 −」
４月１７日土１４：００～／南門前集合／資料代
３００円※雨天時は翌日に順延
姫路藩酒井家文化歴史研究会「三星会」
が主催す る史跡案内会。江戸時代の旧今
宿村中東部から船場地区を抜け、山野井町
の東山焼男山窯跡を目指す 。
■問 三星会 事務局
　sanseikai1 ＠yahoo.co.jp

　
  姫路文学館  
■朗読会「短編を読む」
４月２４日土１３：３０～１５：００／講堂／無料
中島京子『妻が椎茸だったころ』、角田光代
『旅す る本』、 吉本ばなな 『みどり のゆび』 を
３本立てで朗読す る。
■問 サーク ルさえずり　☎０７９‐２３２‐８０４５
　（市立図書館香寺分館・村上）

■第21 回 上田晴子 ピア ノスクール
「マスタークラス」
７月１８日日～２１日水、１０：００～／パルナソ
スホール／講師：上田晴子（パリ国立高等
音楽院室内楽科教授、ピア ノ科准教授）／
ソロ１０,０００円、アンサンブ ル１２,０００円／定
員２４名（各日６名）／所定の申込書に録音
資料を添え て５月２８日金 までに郵送または
持参で申込
ピア ノの専門的教育を受けている方を対象と
したアンサンブ ル（デ ュオ 、トリ オ）またはソロの
公開レッスン（受講曲目は任意）。室内楽の
音楽づくりなど 、技術面だけでなく演奏家とし
ての心構えや音楽性にまで踏み込む、弦楽
器・管楽器演奏家にとっても実りのある講座。 
■問 パルナソスホール　☎０７９‐２９７‐１１４１
■ワークショップ
「アー トキャンプ・新緑陶芸教室」
５月９日日①１０：００～１２：００②１３：００～１５：００
／書写の里・美術工芸館 芝生広場／講師： 
夢工房 陶冶メ ン バー／１,１００円／定員各
４０名／４月２２日木 までに申込
粘土をこねて茶碗やカップ、皿などを自由に
作る。小雨決行。
■問 書写の里・美術工芸館 ☎０７９‐２６７‐０３０１

■史跡見学会「 的部 の里を訪ねて」
いくはべ

５月１６日日１０：００～１２：３０／JR 溝口駅前集
合解散／１００円／定員５０名／４月１３日火 か
ら２６日月 までに申込※必着
溝口廃寺跡や片山古墳など、香寺町の遺
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

P I C K  U P

姫路市には、海外に6つの姉妹都市と2つの姉妹城がありま
す。次代の国際交流の担い手の育成を目的とする海外姉妹都
市青少年交流事業は、1980年に姫路市の高校生10名が姉妹
都市アメリカ・フェニックス市を親善大使として訪問したこ
とを皮切りに、この40年間で1 ,385名の中高生が姉妹都市に
派遣されました。また、姉妹都市から姫路市を訪れた中高生
は1 ,066名にのぼります。
2020年に本事業が40周年を迎えたことから、記念誌を発行。
この事業をきっかけに世界に羽ばたき活躍されている、ある

いは、地域の国際化に尽力されている派遣生OB・OGの方々による寄稿文と、各姉妹
都市の紹介などを収録しています。OB・OGをはじめ関係者やホストファミリー、
派遣事業に興味のある中高生など、ご希望の方は下記へお問い合わせください。
■問 姫路市文化国際交流財団 国際交流担当　☎079‐282‐8950（後藤）

海外姉妹都市青少年交流事業 
40周年記念誌「軌跡」発行

※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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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 4月号

一般料金会員料金 ※1公演2枚まで割引適用会　　場公 演 日 時公　　演　　名
一般 1,000円
高校生以下 500円 （全席指定）

一般 900円
高校生以下 450円 （全席指定）パルナソスホール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

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

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 
煙財団主催の舞台公演のご案内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。

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 3,000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）

一般Ｓ席 6,000円
　　Ａ席 5,000円
　　Ｂ席 4,000円
高校生以下 各半額 （全席指定）

一般Ｓ席 5,400円
　　Ａ席 4,500円
　　Ｂ席3,600円
高校生以下 各半額 （全席指定）

アクリエひめじ
大ホール

9月19日（日）
15：00～

アクリエひめじ オープニングシリーズ
久石譲×日本センチュリー交響楽団
姫路特別演奏会

3月31日（水）3月29日（月）

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7月17日（土）

14：00～
ピアノスクール第20回記念
上田晴子＆宮川知子 ピアノデュオ4月 9日（金）4月 7日（水）

Ｓ Ｓ 席 9,900円
Ｓ席　  8,800円
Ａ席　  6,600円
Ｂ席　  3,300円 （全席指定）

Ｓ Ｓ 席 8,910円
Ｓ席　  7,920円
Ａ席　  5,940円
Ｂ席　  2,970円 （全席指定）

文化センター
大ホール

7月24日（土）
17：30～

姫路市文化センター さよなら公演
『劇団四季  The Bridge ～歌の架け橋～』4月15日（木）4月13日（火）

700円 （全席指定）630円 （全席指定）キャスパホール5月27日（木）
14：00～

懐かしの洋楽ヒットパレード
第18回 ～私がハマった洋楽この一曲 ！ ～4月16日（金）4月14日（水）

500円 （全席指定）450円 （全席指定）パルナソスホール7月11日（日）
13：30～

オルガンレクチャー＆ミニコンサート
オルガンに会いに行こう
～パイプくんとゆかいな動物たち～

4月22日（木）4月20日（火）

一般 3,000円
高校生以下 2,000円 （全席指定）

一般 2,700円
高校生以下 1,800円 （全席指定）キャスパホール

7月17日（土）
14：00～
 　18日（日）
14：00～

東京演劇集団風 
「 Touch ～孤独から愛へ」4月23日（金）4月21日（水）

前売券の発売開始

※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。

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 姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079‐298‐8014

「四国こんぴら歌舞伎大芝居鑑賞ツアー」中止のお知らせ

「松竹大歌舞伎」中止のお知らせ
（公社）全国公立文化施設協会主催「松竹大歌舞伎」2021年度公演が全コース中止となりました。

■問 姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079‐298‐8014
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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
　JS　　　　：ためのソナタ 第4番 ハ短調
　JS　　　　：BW V1017
　J．ラインベルガー：ヴァイオリンとオルガンの
　J．　　　　　　　：ための6つの小品 作品150
　J．S．バッハ：幻想曲 ト長調 他

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
優美な響きに包まれて

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

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。

　姫路市文化国際交流財団が発行する総合文化雑誌『バンカ
ル』の2021年春号（119号）が、県内主要書店で好評発売
中です。
　今号の特集は「姫路から室津まで 室津道をたどる」で、宇
那木隆司さんの「室津道 海陸分岐の室津と姫路」、柏山泰訓
さんの「国際港湾都市 室津」、新宮義哲さんの「室津を訪れ
た過客 参勤交代と琉球使節」などの読み応えのある寄稿に
加え、編集委員が手分けして姫路城下の備前門から港町室津

バ ンカル 2021年春号（1 19号）　特集 「室津道をたど る」好評発売中！
までの室津道を実際にルポ。ほかにも「文人が描いた室津」
「室津道のうまいもん」「大覚寺の歴史と文化財」など、室津
や網干に関する話題もたっぷりです。
　特集以外にも室井美千博さんの播磨人物伝「三木清 心を
こめて歩まざらめや」や、尾崎美紀さんの「サバンナの夜は
更けて 伝説のカクテル」 などの楽しみな新連載も。 ぜひお近
くの書店でお買い求めください。

PICK UP

■問  姫路市文化国際交流財団「バンカル」編集室 ☎ 079 －298 －8012

出演／宮下 悠（トロンボーン）
　　　金田仁美（ピアノ）
プログラム／
　プッチーニ：歌劇「トゥーランドット」より
　　　　　　　“誰も寝てはならぬ”
　マスカーニ：歌劇「カヴァレリア・ルスティ
　　　　　　　カーナ」より
　　　　　　　“アヴェ・マリア”他

パ ルナソ ス 朝のハーモニー № 228
トロンボーンコ ンサー ト

歌うように吹く。天使の楽器“トロンボーン”

キャスパホールで人気の、オリジナル音源を中心とし
たCDコンサートの第18弾。司会進行はお馴染みの元
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。今回の
テーマは 「私がハマった洋楽この一曲 ！ 」。 事前に寄せ
られたリクエストの中から選曲してお届けします。
三浦氏の親しみのある語り口とわかりやすい解説を聞
きながら、名曲の数々をご堪能ください。

懐 か しの洋楽 ヒッ トパ レ ー ド
第18回 ～私がハマった洋楽この 一曲 ！ ～
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

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／特別指導：佐渡 裕、指揮：西谷 亮
　　　トランペット：エリック・ミヤシロ
　　　吹奏楽：播磨国吹奏楽団、西播吹奏楽連盟選抜メンバー
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・Ⅳ）
　　　　　　Ｂ．コンティ：ロッキーのテーマ 他

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

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”

エリック・ミヤシロ

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／
　サン＝サーンス：動物の謝肉祭
　ルロイ・アンダーソン：ワルツィング・キャット 他
興当日はオルガンワークショップ「紙工作でパイプを作
ろう ！ 」 も開催（14：30～）。 応募方法や料金などの詳細
はホームページでご確認ください。

オ ルガンレクチャー & ミニ コ ンサー ト
オ ルガンに会い に行こう

～パイプ く ん と ゆかいな動物たち～
楽器の女王“パイプオルガン”の秘密を探ろう ♪

■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。

■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。

大平健介白井 圭

出演／Swing c at s
鈴木慎哉 G roup
Twinkle Jaz z Orchest ra
M ega Tone Jaz z Orchest ra
Sunday Sounds Jaz z Orchest ra
SHINY HEARTS JA Z Z ORCHEST R A

West winds Jaz z Orchest ra
Saturday Night Gang Big Band
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
司会／三浦紘朗

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

5月8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、4月12日（月）から5月7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。

■問  キャスパホール　☎ 079 －284－5806

5月27日（木） 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。
※4月16日（金） 発売開始［友の会 4月14日（水）］

金田仁美宮下 悠

■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）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

7月11日（日） 13：30～／パルナソスホール／500円
（全席指定、2才以下の膝上鑑賞無料）
※4月22日（木） 発売開始［友の会 4月20日（火）］

Title:表2-表3.eca Page:3  Date: 2021/03/15 Mon 09:57:03 



ホ
ー
ル
案
内
図
＆

プ
レ 
イ 
ガ
イ
ド
営業時間

  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）293‐7300VOL.409文化情報 姫路 4月号
2021年 3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。

姫路市文化センター さよなら公演
『劇団四季  T he Bridge ～歌の架け橋～』

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

7月24日（土） 17：30～、文化センター 大ホール／SS席 9,900
円、S席 8,800円、A 席 6,600円、B席 3,300円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※4月15日（木） 発売開始［友の会 4月13日（火）］

劇団四季のすべてがここに。感動の新作ショウ
劇団四季のこれまでの作品
から名曲の数々を再編成。
ダンスやストリートプレイ
を交えた心躍る華やかなエ
ンターテインメントを90
分ノンストップでお贈りし
ます。

アクリエひめじ オープニングシリーズ
久石譲×日本センチュリー交響楽団

姫路特別演奏会

■問  姫路市文化国際交流財団 振興課　☎ 079 －298－8015

9月19日（日） 15：00～／アクリエひめじ 大ホール／
一般 S席 6,000円、A 席 5,000円、B席 4,000円
（高校生以下各半額、全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※3月31日（水） 発売開始　［友の会 3月29日（月）］

久石譲、初の姫路公演。
新ホールのオープニングを飾る特別演奏会
出演／久石譲（指揮・ピアノ）、日本センチュリー交響楽団
プログラム／メンデルスゾーン：交響曲第4番「イタリア」
　　　　　　久石譲：Symphonic Suite Castle in t he Sky 他

■問  キャスパホール　☎ 079 －284－5806

7月17日（土）・18日（日）、いずれも14：00～／キャスパホール
／一般 3,000円、高校生以下 2,000円（全席指定）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※4月23日（金） 発売開始［友の会 4月21日（水）］

東京演劇集団風
「 Touch ～孤独から愛へ」

北フィラデルフィアのアパートの一室に暮
らす孤児の兄弟。アレルギーの発作でほと
んど外に出られない弟フィリップと、不良
の兄トリートは、謎の紳士ハロルドと出会
う。「孤児」である3人が、孤独を抱えなが
らも真剣に相手と向き合うことで、新たな
一歩を発見していく…。
原題は「ORPHAN S（孤児たち）」。1985
年にシカゴで上演され、オフブロードウェ
イで絶賛を浴び、87年には映画化もされた
作品を、東京演劇集団風が上演する。
興7月16日（金）～18日（日）には舞台設営・
音響・照明の技術講習会を実施。応募方
法や料金などの詳細はホームページでご
確認ください。

【鑑賞＋体験】で演劇を楽しむ

ピア ノ ス クール第20回記念
上田晴子 & 宮川知子 ピア ノデ ュオ

上田晴子ピアノスクール「マス
タークラス」第20回記念の特別
演奏会。国内外で活躍する上田
晴子さんを迎え、2台ピアノで
至極のアンサンブルをお届けし
ます。

プログラム／
　モーツァルト：
　　2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K ．448
　ラヴェル：ラ・ヴァルス
　ドビュッシー：牧神の午後への前奏曲
　宮川 泰：宇宙戦艦ヤマト 他

■問  パルナソスホール　☎ 079 －297－1141

7月17日（土） 14：00～／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。
※4月9日（金） 発売開始［友の会 4月7日（水）］

撮影：荒井 健

久石譲　C Omar Cruz 日本センチュリー交響楽団　C Masaharu Eguchi

宮川知子上田晴子

姫路・パルナソスホールだけの
スペシャルコンサート
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