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12月の神戸の街では、クリスマスに合わ
せた様々なコンサートや舞台公演が開催
される。美しい音色をじっくりと鑑賞できる
落ち着いた演奏から心温まる物語の世界
まで、多彩な内容を楽しもう。

貞松・浜
田バレエ

団「くるみ
割り人形

 お菓子の
国バージ

ョン」

撮影：古
都栄二（

テス大阪
）

人形劇「おきゃく、おことわり？」

神戸松蔭女子学院大学チャペル

チキン ガーリック ステーキ



アカペラの美しいハーモニー

世界的演奏家による

 パイプオルガン1990年に結成した神戸出身の男性5人
組アカペラグループの公演。日本のア
カペラグループの先駆け的存在の彼ら
が、地元神戸でクリスマスにちなんだ
名曲とオリジナル作品を披露する。

世界的に評価される音楽グループ「バッハ・コ
レギウム・ジャパン」の音楽監督・鈴木雅明が、
同グループがCD録音等も行う神戸松蔭女子
学院大学チャペルのパイプオルガンを演奏す
る。日本のバッハ演奏の第一人者による、降り
注ぐような音のきらめきを味わおう。

森の家にひとりで暮らすクマの家に、追
い返しても追い返してもネズミがやって
きて…。大きさも性格も正反対の2匹が
友達になる、心温まる人形劇。0歳から鑑
賞できる。

毎年好評の、貞松・浜田バレエ団の華やか
なバレエ作品の公演。「お菓子の国」（12／
21）「お伽の国」（12／22）の2つのバージョ
ンを上演する。管弦楽、合唱の生演奏も付
き、みどころたっぷり。

2003年に結成された女性5人組のアカ
ペラグループ「Aura」。ヴォカリーズ（歌詞
を付けない歌唱）での「戦場のメリークリ
スマス」をはじめ、20世紀のクリスマスの
名曲を新しいアレンジで歌い上げる。

日 12月15日（日）14:30開演
所 神戸文化ホール 中ホール
  （中央区楠町4-2-2）
¥    6,500（前売り6,000）円
問 同ファンクラブ「ぴよぴよくらぶ」
      ☎070-2324-8243 ※11:00～19:00

日 12月14日（土）15:00開演
所 神戸松蔭女子学院大学チャペル
  （灘区篠原伯母野山町1-2-1）
¥    5,000（前売り4,000）円
問 同大学キリスト教センター ☎882-6124

日 12月21日（土）15:00開演
所 神戸新聞松方ホール
  （中央区東川崎町1-5-7）
¥    3,500円
問 松方ホールチケットオフィス 
      ☎362-7191

日 12月15日（日）14:00開演
所 神戸市立灘区民ホール（灘区岸地通1-1-1）
¥    一般2,500（前売り2,000）円、25歳以下1,000円
問 (公財）神戸市民文化振興財団演奏課 ☎361-7241

日 12月21日（土）14:00開演
所 葺合文化センター 大ホール
　（中央区旗塚通4-4-1）
¥    一般1,300円、4歳～小学6年生700円
     親子ペア券1,500円※前売りのみ、
　 ※3歳以下は膝上で鑑賞の場合無料
問 葺合文化センター ☎242-0414

日 12月21日（土）・22（日）15:30開演
所 神戸文化ホール 大ホール（中央区楠町4-2-2）
¥    S席7,000円、A席6,000円、B席4,000円、
     C席2,000円
問 貞松・浜田バレエ団 ☎861-2609

12月に結成30年を迎える！忘年会の
ような、アットホームな雰囲気も魅力

チキン ガーリック ステーキ
Christmas Concert 2019

クリスマスチャリティコンサート
鈴木雅明オルガン・リサイタル

オーケストラと歌の

 特別なアンサンブル

舞台から誘う

  物語の世界

クリスマスの名曲をたっぷりと盛り込んだ、神戸市
室内管弦楽団と神戸市混声合唱団の合同公演。作
品はチャイコフスキーの合唱組曲「くるみ割り人
形」、シューベルトの「アヴェ・マリア」ほか。プロの演
奏を間近で楽しめる。

煌めきのクリスマスファンタジー
～クララの遥かな夢物語～

おきゃく、 おことわり？
★クリスマススペシャル★

貞松・浜田バレエ団クリスマス公演
「くるみ割り人形」 全幕

Aura－アウラ－
聖夜のハーモニー

両団から
総勢34人が出演

演奏されるのは、コラー
ル「いざ来たりませ、異邦
人の救い主」やパストレッ
ラへ長調等、クリスマスにち
なんだJ.S.バッハの作品。

出演者と一緒にクリスマスの
歌を歌う時間も！

様々な登場人物、踊り、
衣装等も楽しみ！

鈴木雅明
（神戸松蔭女子学院大学 客員教授）Aura

「おきゃく、おこと
わり？」

2019年7月
の合同公演

の様子

「くるみ割り人形 お伽の国バージョン」撮影：岡村昌夫（テス大阪）※所在地はいずれも神戸市で市外局番は078です。
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アウラ
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女声5声によるクイーンの
「ボヘミアン・ラプソディ」は大注目！



世界的演奏家による

 パイプオルガン

日 12月21日（土）14:00開演
所 葺合文化センター 大ホール
　（中央区旗塚通4-4-1）
¥    一般1,300円、4歳～小学6年生700円
     親子ペア券1,500円※前売りのみ、
　 ※3歳以下は膝上で鑑賞の場合無料
問 葺合文化センター ☎242-0414
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 香雪美術館
東灘区御影郡家2-12-1 ☎841-0652
□休月曜※11／25（月）は開館

武家と茶の湯
～12／20（金） ●￥一般700円、
大高450円、中学生以下無料

 ギャラリー島田
中央区山本通2-4-24リランズゲート地下1階
☎262-8058 □休会期中無休

櫻井類「惑星の肉体的な魅力」
12／7（土）～18（水） ●￥無料

毎月楽しみにしています。特集記事を読むのが好きです。
（北区 川﨑さん）

VOICE文化・芸術に的を絞ったフリーペーパーは珍しいと思います。
今後も続けていってほしいと思います。（兵庫区 松村さん）

VOICE

神戸ゆかりの美術館 学芸員 金井紀子さん
80～90年以上前に描かれた貴重な設計図の線や文字の美しさに圧倒されま
す。完成した建物の雰囲気をイメージできる透視図には、大型の水彩画もあり
ます。また、装飾部分を細かく描いた詳細図は、美術作品のようです。平面図は
食堂の場所等比較的分かりやすいものもあります。PC世代にも、この手書き
の線を見てほしいです！

みどころ

※休館日は、祝休日や年末年始と重なる場合等は変更される場合があります。必ず施設にご確認ください｡記載のない場合､所在地
は神戸市内で市外局番は078です｡また、問マークのない場合は、施設にお問い合わせください。※　マークはプレゼントがあります｡

 神戸大学附属図書館
 社会科学系図書館
灘区六甲台2-1 ☎803-5313
□休祝日、12／28（土）～2020年1／4（土）

阪神・淡路大震災25年
あのときとこれから
～2020年2／4（火） ●￥無料

ART［アート］

selection

神戸ゆかりの美術館

11／23㊏㊗～2020年3／8㊐
●所 東灘区向洋町中2-9-1 ●休 月曜休館
●￥ 一般800円、大学生400円、高校生以下無料 ●問 ☎858-1520

大正・昭和戦前期に現在の中央区
大倉山に計画された公会堂建設の
コンペティションで集まった設計図を
公開する。神戸市が企画し、実際に
は建設されなかったものの、応募され
た設計図のうち85点が現存。A1や
B1サイズのオリジナルの設計図が
展示される。神戸文化ホールの前身
ともいえる「幻の公会堂」の姿を通し
て、近代神戸の知られざる歴史を伝える。

 竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1 ☎242-0216
□休月曜

木組－分解してみました－
～12／15（日）
●￥一般500円、大高300円、
65歳以上200円、中学生以下無料

神戸元町商店街3丁目にあった
カメラ店の店主・三宅康夫が撮影
した、昭和20～40年代の神戸の
街と人を写した写真15点を展示
する。現在の3丁目付近を撮影し
たものが主で、終戦後、航空資材
を活用して復興した商店「ジュラ
ルミン街」の様子や当時のファッ
ション・流行が垣間見える写真等、神戸の歴史を感じることができる。 

12／6㊎～8㊐、13㊎～15㊐
●所 中央区元町通4-5-15 ●￥ 無料 ●問 ☎201-9720

フォトカフェ

カメラが見つめた昭和の街と人

写真家、三宅康夫が写した神戸

 神戸市立博物館
中央区京町24 ☎391-0035
□休月曜

神戸市立博物館 名品展
～12／22（日） ●￥一般1,000円、
大学生500円、高校生以下無料

 兵庫県立美術館
中央区脇浜海岸通1-1-1 ☎262-0901
□休月曜

富野由悠季の世界
～12／22（日） ●￥一般1,400円､
大学生1,000円、高校生以下無料

 横尾忠則現代美術館
灘区原田通3-8-30 ☎855-5607
□休月曜

横尾忠則 自我自損展
～12／22（日）
●￥一般700円､大学生550円、
70歳以上350円、高校生以下無料

大正・昭和 神戸まぼろしの公会堂コンペ再現！展
～貴重な設計原図を一堂に～

 神戸文学館
灘区王子町3-1-2 ☎882-2028
□休水曜

トアロード～お洒落で不思議な国際通り
～12／24（火） ●￥無料

 GALLERY北野坂
中央区山本通1-7-17 ☎222-5517
□休会期中無休

日韓台交流展覧会 Prism 7th
12／10（火）～15（日） ●￥無料

 サンパルギャラリー
中央区雲井通5-3-1サンパル2階
☎231-1199  □休会期中無休

ビッグニュース関西漫画集団展
12／13（金）～18（水） ●￥無料

 明石市立文化博物館
明石市上ノ丸2-13-1 ☎918-5400

138億光年 宇宙の旅
－驚異の美しさで迫る宇宙観測のフロンティア－
米国航空宇宙局（NASA）の画像を中
心に、美しい天体や銀河等の写真約
125点を展示する。
12／21（土）～2020年2／2（日）
●￥一般900円、大高700円、
中学生以下無料

 鉄斎美術館 別館 史料館
宝塚市米谷字清シ1 清荒神清澄寺山内
☎0797-84-9600 □休11／25（月）、12／8（日）

天子知名－皇室と鉄斎（後期）
～12／25（水） ●￥無料

 兵庫県学校厚生会 アートホール神戸
中央区北長狭4-7-34 ☎331-9955
□休水曜

書の行者 稲村雲洞の書＜小品展＞
11／29（金）～12／1（日） ●￥無料

 KOBEとんぼ玉ミュージアム
中央区京町79日本ビルヂング2階
☎393-8500

とんぼ玉展覧2019
～2020年1／7（火）
●￥一般400円、中小200円

 BBプラザ美術館
灘区岩屋中町4-2-7BBプラザ2階
☎802-9286 □休月曜

下村良之介 遊び礼讃
京都を中心に独創的な活動を続けた前
衛日本画家・下村良之介の画業を紹介。
～2020年2／16（日） ●￥一般400円、
65歳以上200円、大学生以下無料

 白鶴美術館
東灘区住吉山手6-1-1 ☎851-6001
□休月曜

文字を語る
白鶴コレクションにみる漢字造形の変遷
～12／8（日） ●￥一般800円、
大高・65歳以上500円、中小250円

奥田讓（神戸市役所営繕有志代表）
神戸市公会堂建築設計競技応募図案 昭和佳作
透視図 インク、水彩・紙 神戸市文書館蔵

 白鹿記念酒造博物館
西宮市鞍掛町8-21 ☎0798-33-0008
□休火曜

堀内ゑびすコレクション展
「良い夢 初夢 たからぶね」
12／11（水）～2020年1／13（月・祝）
●￥一般400円、中小200円

市外の美術館・博物館情報

昭和30年代の元町商店街3丁目

5黄昏の絵画たち
近代絵画に描かれた夕日・夕景

時代を超えて画家たちを魅了
してきた「黄昏」をテーマにした
展覧会。強い夕陽の逆光が情
感豊かなカミーユ・コローやテ
オドール・ルソーらバルビゾン
派、変化する夕方の光をキャンバスに落とし込んだクロード・モネら印
象派、さらに和田英作ら白馬会の洋画家、菱田春草らの日本画等、
西洋・日本の情緒豊かな約170点を展示する。

神戸市立小磯記念美術館

～2020年1／26㊐ ●所 東灘区向洋町中5-7 ●休 月曜休館
●￥ 一般800円、大学生400円、高校生以下無料 ●問 ☎857-5880

クロード･モネ《サン＝タドレスの海岸》1864年
油彩･カンヴァス 栃木県立美術館

 原田の森ギャラリー
灘区原田通3-8-30 ☎801-1591
□休月曜

第25回 兵庫ふれあい美術展
12／20（金）～22（日） ●￥無料

本館2階大展示室

 神戸ファッション美術館
東灘区向洋町中2-9-1 ☎858-0050
□休月曜

アフタヌーンティーのよそほひ
－英國紅茶物語
ティーセットや紅茶にまつわる版画、書
籍、時代を象徴する優雅なドレス等約
300点から、英国の紅茶文化・アフタ
ヌーンティーの全貌に迫る。1860年
代から現代までのイヴニング・ドレスを
紹介するコレクション展も同時開催。
11／23（土・祝）～2020年1／19（日） 
●￥一般1,000円、
大学生・65歳以上500円、高校生以下無料
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 東灘区民センター うはらホール
東灘区住吉東町5-1-16 ☎822-8333

うはら第九コンサート
12／7（土）14:30 ●￥2,500（2,000）円
●問 ムジカヴィーヴァ ☎436-1077

感動のクリスマス・オペラ
～愛と奇跡の物語～
作品は、ドビュッシーの『放蕩息子』、メ
ノッティの『アマールと夜の訪問者』。
12／19（木）・20（金）18:30
●￥高校生以上4,000円、中小3,000円
●問 フォーゲルザング ☎072-222-7902
 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

♪0歳からの♪
こどものためのクリスマスコンサート
12／1（日）10:30
●￥一般1,000円、0歳～高校生500円

 六甲オルゴールミュージアム
灘区六甲山町北六甲4512-145 ☎891-1284

オルゴールミュージアムのクリスマス
“くるみ割り人形”とお菓子の家
11／25（月）～12／25（水）
●￥中学生以上1,050円、
4歳～小学生530円※入館料として

どんな小さい情報でも教えて下さるC情報にとても助けられています。
どうもありがとうございます。（垂水区 唐沢さん）

VOICEルンルン、ランラン、の気分で読んでます。
（須磨区 山下さん）

VOICE

MUSIC［ミュージック］

selection

神戸市役所1号館1階ロビー
12／18（水）12：10
●問神戸シティホールコンサート実行委員会
☎322-5165
長田区役所区民ギャラリー
12／18（水）12：20
●問長田区まちづくり課 ☎579-2311
兵庫県民会館
12／14（土）14:00
●問ひょうごアーティストサロン ☎321-2005
小磯記念美術館
12／15（日）14:00
●問同館 ☎857-5880

ロビーコンサート［無料］

演奏会によっては入場者の年齢に制限がある場合があります。事前にご確認ください。日時・休館日などは変更になる場合が
あります。記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は078です。また、問マークのない場合は、施設にお問い合わせく
ださい。※料金（　）は前売り料金を表記しています｡※　マークはプレゼントがあります｡

ブラジル音楽界の注目アーティスト

アントニオ・ロウレイロ トリオ
ブラジルの優れたアーティストを神戸に紹介する
シリーズの第3弾。今、ブラジルで注目を集める新
世代のシンガーソングライターでありマルチプレイ
ヤーのアントニオ・ロウレイロが登場する。ピアノ、
ヴォーカルの他、10種類近い楽器を自ら演奏する
彼ならではの革新的なサウンドは聞き逃せない。

100BANホール

12／2㊊19:30開演 ●所 中央区江戸町100高砂ビル2階
●￥ 一般6,000（5,500）円、学生4,500（4,000）円
●問 100BANホール ☎331-1728

アントニオ・ロウレイロ

市民合唱団が練習の成果を披露

市民の第九2019
市内区民センター5カ所と垂水勤労
市民センターで練習を重ねた合唱団
の迫力ある歌声に、豪華ソリストが花
を添える。指揮は朝比奈千足、管弦
楽は神戸フィルハーモニック。

神戸文化ホール 大ホール

12／14㊏15:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 2,500（2,200）円、小学生以下無料
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

©SUPERKIDS

親子のためのオーケストラ ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団
XMAS CONCERT

神戸文化ホール 大ホール

12／7㊏15:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 一階席4,000円、二階席3,500円※3歳未満は膝上1人まで無料（座席が必要な場合、有料）
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

子どもたちがクラシックにより親しめる
よう、動物に扮した演奏者たちによる
オーケストラの演奏会。0歳から鑑賞で
きる。「キラキラ星」「トロイカ」で、小さ
な子どもたちもよく知る作品が迫力あ
る管弦楽で楽しめる。当日は、ベビーカー預かりもある。

 日本芸術会館
中央区港島中町7-4-1 ☎599-6392

クリスマス ジャズピアノ小林沙桜里 
ソロコンサート
12／15（日）14:20
●￥一般1,200（1,000）円、
小学生以下500円

 摩耶 文化・芸術の館（摩耶サロン）
灘区新在家南町4-2-18

見掛綾子クラリネットコンサート
12／1（日）14:00
●￥一般2,500円、中学生以下1,500円
●問 ☎090-6825-9107（見掛）

 日本キリスト教団 神戸教会
中央区花隈町9-16

ベル・グローリー
ハンドベル クリスマスコンサート
12／8（日）18:00 ●￥無料
●問 ☎080-5340-7341（井上）

 神戸国際大学チャペル
東灘区向洋町中9-1-6 ☎845-3103

クリスマスコンサート
「星の光に導かれて」
オルガニストの桑山彩子が、同大学チャペ
ルのパイプオルガンでバッハ、メシアンらの
作品を演奏。参加者によるキャロル合唱も。
12／7（土）14:00 ●￥無料※要申込（先着順）

 神戸新聞松方ホール
中央区東川崎町1-5-7 ☎362-7111
●問 松方ホールチケットオフィス ☎362-7191

アンサンブル神戸
0歳からのクリスマスコンサート vol.7
モーツァルト等の作品を演奏する。
12／15（日）10:30●￥一般1,500（1,000）円、
高校生以下1,000（500）円

明治時代のクラシカルな雰
囲気が漂う兵庫県公館で
開かれるコンサートで、今年
はシャンソンを取り上げる。
日本から風かおるらが出演
し、フランス語で「ミラボー
橋」を、フランスからはアンヌ・リーズ（ヴォーカル）が出演し日本語で「川
の流れのように」を披露する等、音楽を通して交流。パトリック・ヌジェ
（アコーディオン）との共演も。

パトリック・ヌジェアンヌ・リーズ風かおる

兵庫県公館

12／7㊏14:00開演 ●所 中央区下山手通4-4-1 ●￥ 4,000（3,500）円
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会同コンサート係 ☎321-2002

日本、フランスの歌手らがシャンソンで交流

第103回のじぎくサロンコンサート

中ホール

 神戸文化ホール
中央区楠町4-2-2 ☎351-3535

第57回 モーブ・ガレット交歓会
神戸市母親コーラス連絡協議会のコー
ラスグループが歌声を披露する。
12／5（木）・6（金）10:30 ●￥無料
●問 （公財）神戸市民文化振興財団
☎351-3597

シューマンホール

 神戸芸術センター
中央区熊内橋通7-1-13 ☎241-7477

玉田さかえ シャンソンコンサート
愛を謳う
神戸出身のシャンソン歌手の公演。
12／14（土）①14:00②18:00 ●￥4,000円
●問 玉田さかえ音楽事務所 ☎371-6022

7

KOBELCO大ホール

 兵庫県立芸術文化センター
西宮市高松町2-22 

コープこうべ第九コンサート
12／22（日）15:00
●￥A席2,500円、B席2,000円、
C席1,800円
●問 コープこうべ「第九」係 ☎856-1105

神戸フロイデ合唱団
第九交響曲 第52回公演
12／26（木）19:00
●￥S席6,000円、A席5,000円、
B席4,000円、C席3,000円
●問 神戸フロイデ合唱団 ☎382-2613

Christmas Concert
ピアノグループ「ジュジュの会」の演奏会。
12／15（日）14:00
●￥一般2,000円、小学生以下1,000円
●問 同会　 joujou2000@hotmail.co.jp

神戸女学院小ホール

10

11

 兵庫県民会館 けんみんホール
中央区下山手通4-16-3 ☎321-2131

三瀬 直子フルートリサイタル
12／20（金）19：00
●￥一般2,500円、大学生以下1,500円
●問 （公財）兵庫県芸術文化協会
☎321-2002

8

市外の音楽情報

 伊丹アイフォニックホール
伊丹市宮ノ前1-3-30 ☎072-780-2110

ミカラ・ペトリ
リコーダーリサイタル
世界的なリコーダーの名手、ミカラ・ペトリ
の公演。超絶技法と豊かな表現力でバ
ロックから北欧音楽まで幅広く演奏。
12／8（日）14:00
●￥一般5,000（4,500）円、
学生3,500（3,000）円

9



CULTURE

 神戸国際松竹
中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11階 ☎230-3580

METライブビューイング2019-20 『マノン』 
11／29（金）～12／5（木）
●￥一般3,700円、学生2,500円

シネマもコンサートも大好きなので、ぜひ行ってみたい楽しい情報。
ワクワクしながら読んでいます。（西区 吉田さん）

VOICEちょうど良い紙面に十分な情報が満載！これはいいです。
（西区 西村さん）

VOICE

アートシアターdb神戸

四大スター女優が呼び出された真の理由と
は…。井上ひさしの名作を神戸の劇団が上演。

THEATER［シアター］

selection

通貨危機の裏側をサスペンス風に

国家が破産する日

CINEMA［シネマ］

selection

1997年の韓国の通貨危機（IMF経済危機）の裏
側を、史実に基づき描いた作品。

元町映画館

11／23㊏㊗～12／6㊎ ●所 中央区元町通4-1-12
●￥ 一般1,700円、シニア1,100円、学生1,000円 ●問 ☎366-2636

※日時・休館日などは変更になる場合があります。記載のない場合、所在地は神戸市内で市外局番は078です。また、問マーク
のない場合は、施設にお問い合わせください。※料金（　）は前売り料金を表記しています｡※　マークはプレゼントがあります｡

神戸ドラマ倶楽部第24回公演

キネマの天地

 OSシネマズ 神戸ハーバーランド
中央区東川崎町1-7-2 神戸ハーバーランドumie
サウスモール5階 ☎291-5366

弁士×生演奏「シークレット 活弁ライブ」
12／7（土）13:00 
●￥一般1,900円、大学生1,500円、
高中・3歳以上・障がい者1,000円

 神戸映画資料館
長田区腕塚町5-5-1-201
アスタくにづか1番館北棟2階 ☎754-8039

『パンドラの箱』上映と連続講座
「20世紀傑作映画 再（発）見」
女優ルイーズ・ブルックスの代表作『パン
ドラの箱』を生演奏付きで上映。さらに、
連続講座で専門家がその魅力を解説。
12／22（日） ●￥1,400円（上映）、
1,000円（連続講座）

第23回公演
「ミクちゃん、お風呂の時間です。」12／14㊏①13:30②18:30、15㊐13:00

●所 長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館4階
●￥ 一般2,600（2,400）円、高中1,300（1,200）円、小学生以下無料
●問 神戸ドラマ倶楽部 ☎・FAX078-751-4448

 神戸芸術工科大学 吉武ホール
西区学園西町8-1-1 ☎794-2112

神戸みんなの映画会『ジャングル大帝』
12／28（土）16:00 ●￥無料

 灘区民ホール
灘区岸地通1-1-1 ☎802-8555

なだっこ寄席
笑福亭智之介の下で稽古を重ねた子ど
もが、大人顔負けの落語を披露。
12／26（木）13:00 ●￥500（300）円

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

壱劇屋「空間スペース 3D」
観客が移動しながら観劇する等、トリッ
キーな演出が特徴の劇団の公演。
12／6（金）～8（日） ●￥4,000円

時代に翻弄される現代家族の姿

家族を想うとき
マイホーム購入のため、一日中働きづめの両親と
寂しさを募らせる子どもたち。ケン・ローチ監督作。

シネ・リーブル神戸

12／13㊎～ ●所 中央区浪花町59神戸朝日ビルディング地下1階・4階
●￥ 一般1,800円、大専1,500円、シニア1,200円、高校生以下1,000円
●問 ☎334-2126

 伊丹市立演劇ホール
伊丹市伊丹2-4-1 ☎072-782-2000

燐光群『憲法くん』
実力派コメディアン、松本ヒロの一人芝
居を基にした新作を「燐光群」が上演。
12／13（金）～15（日）
●￥一般3,800（3,500）円、
25歳以下・大学生以下2,500円、
高校生以下1,500円、ペア6,600円※前売りのみ

市外の演劇情報

14
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 パルシネマしんこうえん
兵庫区新開地1-4-3 ☎575-7879

パリ、嘘つきな恋／
あなたの名前を呼べたなら※2本立て
11／30（土）～12／10（火）
●￥一般1,300円、シニア1,100円、
大学生900円、高中小800円

 神戸アートビレッジセンター
兵庫区新開地5-3-14 ☎512-5500

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★
アディオス
キューバのベテラン音楽家達の最終ツアー。
12／20（金）①11:00②14:00③19:00、
21（土）①11:00②14:00③18:00 
●￥一般1,700（1,300）円、
大学生以下・障がい者・シニア1,300円
●問神戸映画サークル協議会 ☎371-8550

KAVCホール

松井周
©平岩享

村田沙耶香
©Sayo Nagase

神戸文化ホール 中ホール舞台上

小説家・村田沙耶香と劇作家・松井周が共
同の原案で創作に挑む。その舞台版。

小説家と劇作家の共同プロジェクト

inseparable 変半身（かわりみ）

12／21㊏19:00開演、22㊐14:00開演 ●所 中央区楠町4-2-2
●￥ 一般3,500円、25歳以下2,000円、18歳以下1,000円
●問 神戸文化ホールプレイガイド ☎351-3349

©2018 ZIP CINEMA,
CJ ENM CORPORATION,
ALL RIGHTS RESERVED

配給：ツイン

© Sixteen SWMY Limited, Why Not Productions,
Les Films du Fleuve, British Broadcasting Corporation,
France 2 Cinéma and The British Film Institute 2019

 湊川神社神能殿
中央区多聞通3-1-1 ☎371-1358

神戸観世会 納会
作品は能「通小町」「融」、狂言「狐塚」ほか。
12／8（日）13:00
●￥7,500（6,500）円、学生2,000円

第七回 桂文我独演会
赤穂浪士討ち入りの日にちなみ、忠臣
蔵の3作品を桂文我が上演。
12／14（土）14:00
●￥4,000（3,000）円 
●問文我の会事務局 ☎090-1414-9883

 神戸新開地・喜楽館
兵庫区新開地2-4-13 ☎335-7088

地獄八景亡者戯二０一九
桂雀々独演会
1時間を超える上方落語の『地獄八景
亡者戯』を桂雀々が演じる。
12／20（金）19:00
●￥3,500（3,000）円

英語落語・英語小噺コンテスト2019
小・中学生、高校生が英語で落語、小噺
のおもしろさを競う。※11/30（土）まで出場受付
12／15（日）10:00 ●￥無料※先着順
●問神戸山手女子中学校高等学校
☎341-2133

15
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①行事名②開催日時③会場（住所と電話番号）④主な出演者⑤料金⑥主催者名⑦問い合わ
せ（電話番号とFAX番号）を記入の上、下記へ。読者プレゼントも歓迎します。
〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1ベイ・ウイング神戸ビル10階
（株）イディー内「ＫＯＢＥ Ｃ情報編集室」
☎078-331-5255 ＦＡＸ078-331-7800 E-mail：kobe_c_info@idee-kobe.com
※情報提供は開催月の前々月の15日が最終締切（例2020年2月5日の行事は12月15日必着です）。
紙面の都合により掲載が難しい場合もあります。あらかじめご了承ください。

情報をお寄せください

KOBE C情報はWEBでも見ることができます。
http://www.kobe-bunka.jp/c/

【応募方法】はがきにプレゼント番号、イベント名、郵便番号、住所、名前、年齢、
電話番号、「KOBE C情報」へのご感想・ご意見、「KOBE C情報」の入手場所を
記入の上、〒650-0033 神戸市中央区江戸町85-1ベイ・ウイング神戸10階（株）
イディー「ＫＯＢＥ Ｃ情報プレゼント係」へお送りください。
【応募締め切り】❾は11月30日（土）、その他は12月5日（木）必着（チケット到着日
が公演日の直前になる可能性があります。あらかじめご了承ください）。
※当選はプレゼントの発送をもって発表にかえさせていただきます。
※1415は2020年1月末まで有効の鑑賞券です。12月6日（金）以降の発送となります。
※14は一部、利用できない作品があります。
※このコーナーに応募された際の個人情報の取り扱いについては、発行者である（公財）神戸市
民文化振興財団および受託者（株）イディーにおいて厳重に管理し、プレゼントの発送・関連する
お問い合わせのみにおいて利用します。応募された方の個人情報は事前の同意・承諾を得ずに
第三者に開示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。

特集
❶Aura－アウラ－聖夜のハーモニー（神戸新聞松方ホール）・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
❷貞松・浜田バレエ団クリスマス公演「くるみ割り人形」12／21公演
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
❸貞松・浜田バレエ団クリスマス公演「くるみ割り人形」12／22公演
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
ART MUSEUM
❹大正・昭和 神戸まぼろしの公会堂コンペ再現！展（神戸ゆかりの美術館）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❺黄昏の絵画たち（神戸市立小磯記念美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
❻アフタヌーンティーのよそほひ（神戸ファッション美術館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
MUSIC
❼玉田さかえシャンソンコンサート／18:00開演（同音楽事務所）・・・・・・・ペア3組
❽三瀬 直子フルートリサイタル（（公財）兵庫県芸術文化協会）・・・・・・・・・・ペア5組
❾ミカラ・ペトリ リコーダーリサイタル（伊丹アイフォニックホール）・・・・・・・・・・ペア2組
10コープこうべ第九コンサート（コープこうべ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア3組
11第九交響曲 第52回公演（神戸フロイデ合唱団）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア5組
THEATER
12キネマの天地12／14（18:30開演）公演（神戸ドラマ倶楽部）・・・・・ペア5組
13キネマの天地12／15（13:00開演）公演（神戸ドラマ倶楽部）・・・・・ペア5組
CINEMA
14「元町映画館」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
15「パルシネマしんこうえん」劇場鑑賞券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペア2組
16ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス（神戸映画サークル協議会）・・ペア5組

PRESENT 神戸・三宮の駅から近い名店で
素敵なジャズタイムを

CULTURE

INFORMATION

1953年に創業し、戦後神戸の街に
いちはやくジャズを届けたジャズ喫
茶。米国から船で取り寄せたオー
ディオ機器は今も現役。稼働は不
定期だが、当時日本で2台しかな
かった貴重なアンペックスのオープ
ンリール（再生機器）やレコードプレーヤーから流れるジャズの音色は、まろ
やかでお店全体を包み込むよう。お客さんが心地よく会話できるように室
内の音の反響を抑える等、細やかな心配りがあちこちに。サイフォンコー
ヒーや生クリームとチョコレートが乗った特製の「モカジャヴァ」等をお供に、
昔の面影を色濃く残す店内で心落ち着く時間を過ごせる。

●部門／日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、デザイン　●出品料／1,500円
●対象／満15歳以上（中学生を除く）、かつ神戸市およびその周辺に在住、在
　勤、在学で、2020年3月3日（火）・4日（水）に自ら作品を搬入できる人
●申し込み／所定の募集要項（12月上旬から各区民センター、各区役所まち
　づくり課などで配布）を確認の上、必要事項を記入し、1月7日（火）～2月12日
　（水）必着で郵送。※郵送先は募集要項に記載あり。ウェブ申込も可。
●問い合わせ／こうべ市民美術展運営事務局（神戸新聞事業社内）☎078-351-6557 

第45回こうべ市民美術展

茶房 JAVA(ジャヴァ）

夜もにぎやかな「いくたロード」沿
いにある、上質なひとときを楽しめ
るジャズバー。店内に入ると目に飛
び込んでくるのが、ピアノを取り囲
むように作られた特注のオリジナ
ルのカウンター席。ここの一角で
毎週金曜日、トリオのジャズライブが行われる。普段は、オーナーが収集し
た2,000枚を超えるレコードコレクションの中からその日の1枚を、柔らか
い音色が特徴の真空管アンプでかける。気さくなオーナーとの会話も楽
しみで、女性の一人客も多いそう。洗練された空間で日々の喧噪を忘れ
て素敵なひとときを。

JAZZ BAR グッドマン

JR「三ノ宮」駅東口から徒歩約1
分の場所にある、明るいオーナーと
スタッフがお客さんを出迎えるアッ
トホームなジャズバー。オーナー親
子は共にプロのジャズミュージシャ
ンで、毎夜、多彩なジャズライブを
準備。ステージはボーカルが主で、歴代の神戸新開地ジャズヴォーカル
クィーンコンテストのグランプリ受賞者らも出演する豪華な顔ぶれ。ステー
ジを囲むテーブル席とカウンター席で、カクテルやワイン、コーヒーを手に
思い思いのひとときを過ごせる。ジャズライブが聴きたくなったらふらりと立
ち寄れる気軽さがうれしい。

グレートブルー

初めての人に
初めての人は迷うことがあるかも。そんな時は、JR「三ノ宮」駅西口にあ
る神戸交通センタービルの前を西に少し進み、空港前バス乗り場付近
の北側、高架につながる小道を進み突き当たりを左に曲がったらすぐ。

■住所　中央区北長狭通1-31-13 ☎331-1019
■営業時間　12:00～21:00
■定休日　木曜（不定休）、12／31

■住所　中央区北長狭通1-9-11 コーストフロムビル5階 ☎392-1253
■営業時間　18:00～翌1:00（日・祝～24:00）
■定休日　月曜（祝前日営業）、12/31、1/1
※ジャズライブのライブチャージは1,200円～

■住所　中央区琴ノ緒町5-5-29三経ビル地下1階 ☎231-0071
■営業時間　オープンはステージ開演の1時間前、平日～24:00、
                日曜・祝休日～23:00
■定休日　月曜
※ジャズライブのライブチャージは1,500円～

「春の市展」として広く親しまれている、神戸市民の美術活動の発表の場に
作品を出品しませんか。入選作品は2020年3月8日（日）～14日（土）に原田の
森ギャラリーで展示します。　こうべ市展　検索




