横尾忠則現代美術館

（土）

I n st i t

2018

13：00-16：30

横尾さんの作品を手掛かりに美術館に
ある様々な素材を使ってオリジナル提
灯を作ります。

講師 美術館 スタッフ
定員10名

無料/要観覧料

TEL 078-855-5607 担当：林・尾崎

info@ytmoca.jp

ut
e of Museum Education

神戸ファッション美術館

講師 橋本弘安（女子美術大学副学長）
定員20名

3,000円（天然岩絵具作成キット代）/要観覧料

白鹿記念酒造博物館

（日）

1/14

（月・祝）

江戸時代の本で見る酒蔵
−はじめてのくずし字−

13：00-16：00

無料

14：00-15：30

『日本山海名産図会』にあるくずし字
を読み、理解する楽しさを感じてもらう
など、古文書の利用について考えます。

〆10/7（日）

TEL 078-858-0050 担当：仲井・次六

講師 博物館 スタッフ
定員20名

無料/要観覧料 〆12/24（月）
TEL 0798-33-0008 担当：大浦

申し込み方法・申し込み先

TEL 078-858-0050／FAX 078-858-0058／info@fashionmuseum.or.jp

TEL 0798-33-0008／FAX 0798-32-2790

神戸市立博物館

芦屋市立美術博物館

10/27

（土）

本格的な版木を使った浮世絵摺り体験

無料

申し込み方法・申し込み先

（土）

無料

TEL 078-857-5880 担当：水田

往復はがき・返信可能なFAX

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-7／FAX

BBプラザ美術館

https://dougukan.jp/event/

12/2

明石市立文化博物館

〆11/18（日）

TEL 078-802-9286 担当：宮本

の
な
申し込み方法

2/9

（土）

10：00-12：00

講師 博物館 スタッフ
定員20名

無料 〆1/26（土）
TEL 078-918-5400 担当：梶原

往復はがきに、①参加者氏名（ふりがな）、②年齢、③住所および

連絡先、④ イベント名を記入し当館まで。

みん

神戸アートビレッジセンター

申し込み方法・申し込み先

道具のかたちを見てみよう

身の回りにある道具のデザインを観察
し、そのものが持つ美しさについて考え
てみます。

TEL 078-802-9286／FAX 078-802-9287／bbp_museum@shimabun.co.jp

日本 画の 掛 軸をあえて違う素 材 で 模
写・模造します。見ること、作ること、ズ
レることの体験を通した新たな発見に
ついてみんなで共有します。

無料/要入館料 〆1/19（土）
TEL 078-242-0216 担当：大村

博物館HP内申込フォームにて受付

申し込み方法・申し込み先

日本画をモノマネする

定員20名

申し込み方法

講師 太田三郎（美術家）
無料

講師 広瀬浩二郎（国立民族学博物館准教授）

申し込み先

13：30-17：00

定員20名

14：00-16：00

078-857-3737

（日）

Seed Card を作ろう！

（土）

視覚障がい者向けに開発した「触察」
キットを使い、普段多用している「見る」
以外の感覚（触る、嗅ぐ）を駆使して木
への理解を深めます。

〆11/7（水）

申し込み方法

2/2

合木道―木の気に触れるために

14：00-17：00

申し込み先

美術館の周辺で見つけた種子を漉き込
んでハガキを作ります。世界で一枚だけ
のハガキには、生命と未来が詰まってい
ます。

竹中大工道具館

11/17

講師 勅使河原君江（神戸大学大学院准教授）
定員20名

無料 〆1/5（土）
TEL 0797-38-5432 担当：大槻

TEL 0797-38-5432／FAX 0797-38-5434／ashiya-bihaku@shopro.co.jp

神戸市立小磯記念美術館
対話型鑑賞ファシリテーター（進行役）
の実習です。対話型鑑賞の実践をした
い方、または興味のある方はぜひ。アー
トに関する知識は不要です。

定員15 名

場

〒650-0034 神戸市中央区京町 24

講師 角谷慶（グラフィックデザイナー）

美

往復はがき

申し込み先

はじめまして！対話型鑑賞

〆10/13（土）

TEL 078-391-0035 担当：山中・田頭

申し込み方法

（土）

13：30-16：00

あらゆる場面で出会う様々な印刷物。
そ
の全てが誰かの手によってデザインされ
ています。心に残るデザインって？色んな
角度からみんなで考えていきます。

講師 博物館 スタッフ
定員20名

1/19

あいするデザイン

14：00-16：00

学

北斎の「神奈川沖浪裏」など、プロの彫
師による本格的な版木を使用し、浮世
絵体験をしてもらいます。

13：00-16：00

TEL 0798-33-0164 担当：作花

0106ws@otanimuseum.jp

講師 丹波布技術保存会、美術館 スタッフ
定員20名

（日）

〆12/23（日）

申し込み方法・申し込み先

10/21

素材から学ぶファッション〜コットン編〜
Tシャツやジーンズなど身の回りにあふ
れるコットン製品。栽培や糸紡ぎなど、
繊維素材に触れる体験や実演をとおし
て考えます。

岩絵具制作キットを用いて、香櫨園浜
で採集した材料から絵具を作ります。
素材の観点から作品を楽しむことを学
びます。

〆10/6（土）

申し込み方法・申し込み先

1/6

香櫨園浜から岩絵具を作り美術に活かす

2019

様々な素材を使った制作体験
−オリジナル提灯を作ろう

申し込み方法・申し込み先

西宮市大谷記念美術館

10/20

12/15

（土）

10：30-16：00（昼食休憩あり）
講師 山下和也

（日本画家・東洋絵画修理技術者）

定員10名

無料

〆12/1（土）

TEL 078-512-5500 担当：岡村

TEL 078-512-5500／art@kavc.or.jp

申し込み先

〒673-0846 明石市立上ノ丸 2-13-1

兵庫県立美術館

美術館建築を巡って、自分のお気に入り
スポットを発見し、デジタルツールで撮
影します。写真ならではの表現とは何か
考えます。

講師 美術館 スタッフ
定員20名

無料 〆2/2（土）
TEL 078-262-0908 担当：遊免・檀・三好

申し込み方法・申し込み先

▶開催日の5日前になっても開催館から返信がない場合には、
お手数ですが担当者までご連絡ください。
▶キャンセルされる場合は、開催館までお電話で必ずご連絡ください。

14：00-16：00

TEL 078-262-0908／FAX 078-262-0903／eventx@artm.pref.hyogo.jp

▶お名前・ご所属（ある方のみ）、TEL、FAX（ある方のみ）、
メールアドレスをご記入の上、各館の受付方法に従ってお申し込みください。

▶当日は所定の時刻までに受付を完了してください。

（土）

美術館の魅力再発見！〜写真編〜

申込方法
▶締切後1週間以内に各開催館から返信いたします。※応募多数の場合は抽選させていただきます。

2/16

けん

みゅー犬

美術館や博物館（ミュージアム）が大好きで、
楽しい企画がないかいつも鼻をクンクンさせ
て探している。発見すると「み」のポーズで「こ
こいこワンワン！」と鳴いて知らせてくれる。
一緒に行くと、ミュージアムのお宝が見つかる
らしい。 性格：好奇心が旺盛（おうせい）で、
笑顔が大好物。

