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美術作品との向き合い方は人それぞれ。白
鶴美術館が蔵する中国・日本を中心とする
優れた美術作品をひたすら見つめる行為を
継続する中で、時空を超えた地平で生まれた
美術の世界を堪能しよう。

作品は深く語る
～中国・日本美術の地平～

■白鶴美術館（神戸市東灘区住吉山手6-1-1）
■入館料：大人800円/65歳以上・大高生500円/
中・小学生250円■問：TEL.078-851-6001

10時～16時半（入館は16時まで）
月曜休館

▶ 開催中～6/4（日）

本展では、コレクションの中から内外の作家
の油彩画、版画、彫刻に表現された、さまざま
な女性像を通じて、明治から現代にわたりそ
れぞれの時代を生きた画家の視点による女
性の姿と美の追求。加えて、特集展示とし
て、神戸ゆかりの作家のひとりである松本宏
のエロスの世界を紹介。

松本宏　エロスの世界
時を映す女性像 【特集展示】

10時～18時（入館は17時半まで） 月曜休館

■BBプラザ美術館（神戸市灘区岩屋中町
4-2-7）■入館料：一般400円/大学生以下無
料■問：TEL.078-802-9286

▶ 開催中～6/18（日）

大正ロマンを代表する画家、叙情詩人、多
彩な芸術家でもある竹久夢二。本展では、
夢二の愛らしい舞妓姿の美人画、屏風絵、
オリジナルの港屋版画をはじめ、特別出品の
「滞欧米の素描作品」等約200点を出展。

夢二ロマン
神戸憧憬と欧米への旅

■神戸ファッション美術館（神戸市東灘区向洋
町中2-9-1）■入館料：一般500円/小中高65
歳以上250円 ※和装でご来館の方は入館無
料■問：TEL.078-858-0050

10時～18時（入館は17時半まで）
月曜休館

▶ 開催中～6/25（日）　

「アカデミー・バー」壁画は、神戸にとって文
化的な価値を持つ資料であり、本展は、壁画
を描いた作家たちの1950～60年代頃の作
品を中心に一堂に集め紹介する。

アカデミー・バーの壁画を
描いた作家たち

■神戸ゆかりの美術館（神戸市東灘区向洋町
中2-9-1）■入館料：一般200円/小中高65歳
以上100円■問：TEL.078-858-1520

ハーバーランドのメインストリート“神戸ガス
燈通り”に手作りのお店がずらりと集合。作
家によるこだわりの手作り作品がテントいっ
ぱいに並ぶ。神戸でおなじみのラジオ局に
よる「マーケットライブ」を同時開催。明るい
歌声に耳をかたむけながらお気に入りの一
点を見つけよう。

ハーバーマーケット

■ハーバーランド神戸ガス燈通り■入場無料
■問：TEL.078-360-3639（神戸ハーバーラン
ド総合インフォメーション・10時～19時）

※雨天・荒天中止
▶ 5/7（日）11時～17時

ストリートダンスの動きをベースにした初心者
向けダンスレッスンは、初めての方も安心して
参加できる。ストレスも運動不足も解消して、
明日からの仕事の効率をアップしよう！
毎月第1、第3火曜日開催中！

はじめてダンス

■神戸ハーバーランドスペースシアター※5/2
のみカルメニ正面ピロティ■参加無料
■TEL.06-6809-4161（公益社団法人日本ス
トリートダンススタジオ協会）

18時半～19時半
▶ 5/2（火）・16（火）

西宮市周辺の駅近の公民館等で、クラシッ
クギターの練習会を行っているグループ。ク
ラシックギターの音楽を、多くの人々に身近
に楽しんでいただきたい。
テーマ：アンサンブルと、日本の歌
第1部　11時～(開場10時半)
第2部　13時半～(開場13時)
第3部　15時～(開場14時半)

第10回コンサート
西宮クラシックギター練習会

■夙川公民館ホール（西宮市羽衣町1-39）
■入場無料■問：TEL.090-8534-4330

10時半開場　11時開演予定
▶ 5/14（日）

悲しみの真只中にいるはずの人が、現実的な
ことに向き合わねばならないお葬式。非日常
的な流れの中に日常が現れたとき、そこにリア
リティー溢れる人間ドラマが生まれる。愛し愛
された人々の思いが、こころに深く浸み込んで
ゆく舞台を、ひと癖もふた癖もある俳優や芝居
を愛する仲間たちと創りあげる。

劇団「ぷらっと」第4回プロデュース公演　
煙が目にしみる

■神戸アートビレッジセンター（神戸市兵庫区新
開地5-3-14）■料金：一般3,000円/学生
2,000円■問：TEL.090-4491-4491（高嶋）

第1部　モダン・ポリリズム概論
第2部　モダンジャズの巨人たちとそのリズム感

菊地成孔の
新しいジャズのレクチャー

■神戸アートビレッジセンター2F KAVCホール
（神戸市兵庫区新開地5-3-14）■入場料：
1,500円■定員：約180名※全席自由席■申
込：TEL.078-512-5500/stage@kavc.or.jp
（件名を「菊地成孔レクチャー予約」として、名前
／人数／電話番号を明記のうえメール）

16時開演　
19時10分終了予定　
※受付・開場は
　開演の30分前

▶ 5/14（日）

企画展

▶ 開催中～6/25（日）
10時～17時(入館は16時半まで)　
月曜休館

掲載
無料

メール play@ci ty l i fe -new.com
※応募・掲載希望月の前月8日まで
　（以降も受付の場合あり）
※掲載の場合のみ、編集部からメール連絡いたします。
※返信がない場合、掲載を見送りさせて頂く場合があります。

あなたの街の情報を
お待ちしております！

コンサート

ミュージアム

ギャラリー 催し

講座・講演

P
下記URL、応募フォームよりご応募ください
※締め切りは各イベントに
　よって異なります
※応募は毎月26日以降から
　可能です
http://present.citylife-new.com

プレゼントのご応募は
Webから可能です。

阪神・神戸イベントEvent

18時半～▶ 5/25（木）
13時半～/18時半～     26（金）
13時半～/18時半～     27（土）
13時半～     28（日）

※全席自由・日時指定

招待券プレゼント 1名様
（応募締切5月10日必着）

安井曽太郎 
「黒き髪の女」 
1924年 
油彩・キャンバス

■OSシネマズ ミント神戸（ペア5組）
■宝塚シネ・ピピア（ペア2組）

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23 CityLifeシネマ『OSミント神戸鑑賞招待券プレゼント
係』or『宝塚シネ・ピピア鑑賞招待券プレゼント係』まで。※ご希望の上映館名を記入願います。
●WEBからの場合：http://present.citylife-new.com/　●締切： 5月25日（はがきは必着）
※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発送以外には使用いたしません。
※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸9階 2078-291-5330
OSシネマズ ミント神戸 http://www.jollios.net/

＜上映中＞
●映画クレヨンしんちゃん　
　襲来!!宇宙人シリリ
●名探偵コナン  から紅の恋歌（ラブレター）
●美女と野獣  
●バーニング・オーシャン
●3月のライオン  後編
●ワイルド・スピード ICE BREAK
●帝一の國　
●無限の住人

＜今後の上映＞
●追憶（5/6～）
●カフェ・ソサエティ（5/6～）
●スプリット（5/12～）
●ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー
　リミックス（5/12～）
●サクラダリセット　後篇（5/13～）
●メッセージ（5/19～）
●夜明け告げるルーのうた（5/19～）
●美しい星（5/26～）
●ちょっと今から仕事やめてくる（5/27～）

今月の
オススメ

カフェ・ソサエティ
5月6日（土）より上映
※全国公開は５月５日（金）～

阪急売布神社駅前　ピピアめふ5F 20797-87-3565　※〈吹替〉は日本語吹替版です。
宝塚シネ・ピピア http://cinepipia.com/

●島々清しゃ（4/29～5/5）
●SINGシング〈吹替〉（4/29～5/12）
●モアナと伝説の海〈吹替〉（4/29～5/12）
●サバイバルファミリー（4/29～5/12）
●映画ドラえもん　のび太の南極カチコチ大冒険（4/29～5/12）
●マリアンヌ（5/6～19）
●アイヒマンを追え！（5/13～19）
●ジャッキー　ファーストレディ最後の使命（5/13～26）
●ミス・サイゴン：25周年記念inロンドン（5/13～26）
●破門　ふたりのヤクビョーガミ（5/13～26）

●レオナルド・ダ・ヴィンチ　
　美と知の迷宮（5/20～26）
●王様のためのホログラム（5/20～6/2）

鑑賞券をプレゼント

応
募
方
法

2016 GRAVIER PRODUCTIONS, INCc
Photo by Sabrina Lantos

破門　ふたりのヤクビョーガミ

2017『破門  ふたりのヤクビョーガミ』製作委員会 c

マリアンヌ

 2016 Paramount Pictures. All Rights Reservedc

今月の
オススメ

5/14（日）14：15～
「破門　ふたりのヤクビョーガミ」
小林聖太郎監督トークショー開催

※PG12：小学生には助言・指導が必要となっております。 ※R15+：15歳以上の方がご覧になれます。 ※R18+：18歳以上の方がご覧になれます。

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanako）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

推薦者 ： デコジュン
５月３日（水･祝）公開 全国ロードショーラストコップ THE MOVIE

　30年の眠りから覚めた“昭和の肉食デカ”京極と“平成のザ・草食系
刑事”亮太が、絶妙のボケ＆ツッコミで挑む最大・最後の大事件。日本壊
滅？最新鋭の人工知能が巻き起こす前代未聞の大事件を阻止するた
め、京極は最後の決断を下す。まさかの泣ける展開へ…。

監督：猪股隆一
出演：唐沢寿明、窪田正孝、佐々木希、藤木直人、小日向文世、和久井映見
©2017映画『ラストコップ』製作委員会

推薦者 ： nanako５月5日（金）公開
大阪ステーションシティシネマほかカフェ・ソサエティ
　30年代、黄金のハリウッドで職を得たボビーはヴォニーに一目惚れ。
一時は恋人同士になった二人だったが。傷心の思いで戻ったNYでクラ
ブの経営が大成功。私生活も順調な彼の元にある日…。ゴージャスな
時代と人間模様の切なさ。いつまでも余韻が残る。

監督・脚本：ウディ・アレン
出演：ジェシー・アイゼンバーグ、クリステン・スチュワート
Photo by Sabrina Lantos © 2016 GRAVIER｠PRODUCTIONS, INC.

西宮商工会議所神戸商工会議所 芦屋市商工会

商工会・商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会・商工会議所の活動を今月も紹介します！

KO
BE

N
ISH
IN
O
M
IYA

平成29年度
西宮市経営課題対策支援事業
（専門家派遣等）がスタート！

相手のスタイルに応じた効果的な
コミュニケーションの取り方
～『人を動かす』著者デール・カーネギー公認トレーニング～

■概要：中小・小規模事業者が有する様々な経営課題に対し、
専門家を派遣し課題解決を図る事業です。

■内容
・省エネ等支援
・BCP（BCM）策定支援
・事業承継計画策定支援
・国際標準規格・日本工業規格認証取得等支援
・IoT等活用支援
・5S活動等支援
・人材育成支援
■対象：西宮市内の中小・小規模事業者
■費用：無料（派遣は同一年度5回まで）
■期間：平成30年3月31日まで
■申請方法：下記連絡先まで
【お問合せ先】西宮商工会議所　経営支援課

TEL.0798-33-1257
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■日時：平成29年6月4日（日）9時半～15時　※雨天中止 
■場所：JR芦屋駅北側　ペデストリアンデッキ 
■主催：芦屋市商工会女性部/芦屋市環境処理センター・

環境施設課 
【お問合せ先】 
芦屋市商工会　TEL.0797-23-2071

自らのパーソナリティスタイルを知り、異なるスタイルの
人 と々繋がりを持てるように、自らの行動を変えていく
ことを目的としたセミナーです。

　ごみの減量化や資源保護を目的として、フリーマーケットを開催
しています。春、夏物衣料・食器・雑貨など掘り出し物がいっぱい！
あなたのお気に入りを見つけてくださいね。
皆さまのご来場をお待ちしています。

■日時：5月17日（水） 13時～17時 
■場所：神戸商工会議所3階会議室 

（神戸市中央区港島中町6-1　
※ポートライナー「市民 広場駅」下車、北へ徒歩約5分） 

■講師：デール・カーネギー・トレーニング®・ジャパン　
公認トレーナー　岡　佐紀子　氏

■定員：30名（先着順。最小催行人数5名） 
■受講料：会員10,800円、一般21,600円

（いずれも資料代･税込）
■申込方法：下記電話にてご連絡ください。

（専用の申込書をお送りさせていただきます） 
【お問合せ先】神戸商工会議所　事業部 

TEL.078-303-5808

初夏の環境フリーマーケット開催


