明石市内で開催されるイベント

夏休み特別展

「特撮の DNA 展」
平成に受け継がれた特撮 “匠の夢”
明石市立文化博物館

2018.7.14 Sat~9.2 Sun 9:30~18:30
会期中無休／入館は 18:00 まで
Pick up!

日本が世界に誇る特撮映像の裏側や、特撮の歴史、
特撮にかけた監督や特撮スタッフの情熱を体感し
て下さい。

関連イベント

造形師 若狭新一氏 ギャラリートーク
当日先着順 / 要観覧券

2018.7.15 Sun ①11:00〜 ②14:00〜

監督

大森一樹氏 トークショー

2018.8.12 Sun 13:30~15:00

ギャラリートーク

定員：30 名
要事前申込 / 要観覧券

定員：80 名
当日自由参加 / 要観覧券

2018.7.21 Sat、7.28 Sat、8.18 Sat、8.25 Sat 13:00〜

詳細は下記までお問合せ下さい。
明石市立文化博物館

078-918-5400 〒673-0846 明石市上ノ丸 2 丁目 13-1 www.akashibunpaku.com

第 16 回 演奏会「サマーコンサート」
明石フィルハーモニー ジュニア・オーケストラ

2018.7.8 Sun 13:30 START 13:00 OPEN
明石市立西部市民会館 ホール
曲目：D.ヴィレーン／弦楽のためのセレナーデ Op.11
L. モーツァルト／ディヴェルティメント第１番ト長調
A.ヴィヴァルディ／４つのヴァイオリンとチェロのための
協奏曲 ロ短調 Op.3-10
K. バデルト／パイレーツ・オブ・カリビアン
B. ブリテン／シンプル・シンフォニー OP.4
出演：明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラ
明石フィルハーモニー・プレ＝ジュニア・コース

TICKET
500 円
※全席自由席

Pick up!

明石文化芸術創生財団
☎ 078-918-5085 ほか

※4 歳より入場可
（託児室あり・要予約）
）

小学 1 年生から高校 3 年生まで総勢 41 名、さらに卒団生
も加わり演奏します。日頃の成果をお愉しみ下さい。
。

明石フィルハーモニー協会

tacojr@taco-phil.jp

しゃぼん玉

映画

2018.7.19 Thu ①10:30

②14:00

明石市立市民会館 大ホール
TICKET
前売券

800 円

当日券 ( 中学生以上）1,200 円
◆全席自由。満員の際は入場制限することがあります。

明石市立市民会館
明石市立西部市民会館
明石観光案内所
モンデンコーヒー

☎ 078-912-1234
☎ 078-918-5678
☎ 078-911-2660
☎ 078-928-6903

出 演：市原悦子、林遣都 ほか
原 作：乃南アサ『しゃぼん玉』
脚本・監督：東 伸児

Pick up!

映 画 の 舞台となった宮崎県ハタ村は、日本三大秘境の一つに数えられ、山に囲まれた絶景、日本の
源 風 景 と も言うべき山里の営み、自然の素材を活かした郷土料理などが映画に彩りを添える。血のつ
な が り を 超えた絆と人間の再生を描いた感動作に「この作品と会えて良かった！」と絶賛の声が続出 ！

明石市立市民会館 〒673-0883 明石市中崎 1 丁目 3-1 ☎ 078-912-1234 HP akashi.hall-info.jp/

PRIMA STELLA AKASHI
ふらっと魚住 西部にぎわい寄席

2018.7.17 Tue 14:00 START 13:30 OPEN
明石市立西部市民会館 2 階練習室

※満席の場合は入場を制限。

出演：天神亭 わら司（てんじんてい わらじ）
【proﬁle】

千葉県生まれ。昭和 42 年神戸移住。
NHK テレビ「ちりとてちん」で上方落語に魅せられ、
繁昌亭 落語講座第一期生になる。

演目： 子はかすがい
Pick up!

ほか

平日の午後、時には日頃のストレスを忘れおなかのそこから笑っ
てみませんか。“天神亭わら司” さんの話芸をお楽しみ下さい。

明石市立西部市民会館

2018 明石美術協会

☎ 078-918-5678

日本画部展

2018.7.1 Sun〜 7.31 Tue 最終日 15:00 まで
ホテルキャッスルプラザ ２F ロビー
財田

☎ 078-912-8667

(JR 西明石駅下車 北へ徒歩 5 分）
日本画部会員 23 名が描く日本画の世界をご堪能下さい。
Pick up!

第 39 回 明石伝統芸能協会公演
2018.7.7 Sat 13:00 START 12:30 OPEN
明石市立市民会館 中ホール
茨木

司会：縄田知子

☎ 078-942-5081

Pick up!

9 団体が出演し、尺八、筑前琵琶、筝などの和楽器演奏
のほか、詩舞や日本舞踊などの舞が披露されます。午後
のひととき、伝統芸能にふれてみてはいかがでしょうか。

文化芸術に関するニュース

Kobe INK 物語が奨励賞を受賞
ナガサワ文具センターの万年筆インクシリーズ「Kobe INK 物語」が、第 10
回日本マーケティング大賞の奨励賞を受賞し、新聞などに取り上げられまし
た。「Kobe INK 物語」は神戸の各地域を色に見立てて表現したインクで、現
在、県外の地域も含めて 60 色以上を販売しています。地域の色という新し
い価値で顧客を獲得し、低迷していた万年筆市場の拡大につなげた事で、名
立たる企業のプロジェクトの中から見事
受賞を勝ち取りました。昨年 10 月のない
と講座では、誕生当時から商品開発に携
わってきた商品開発室長の竹内直行さん
をお迎えし、開発秘話や新色制作への想
いなどをお話しいただきました。
限定色も含めると、これまでに 80 色以上を制作してきたという竹内さ
ん。どのインクもその土地の空気感のようなものが見事に表現されていて、
街の風景がインクの向うにイメージされます。淡い中に深みのある美しい
色合いのものばかりで、久しぶりに手書きの文字を紙にしたためてみたく
なりました。好きな色から選ぶもよし、好きな街から選ぶもよしです。

Pick up!

兵庫県立図書館がリニューアルオープン
明石公園内にある兵庫県立図書館が 7 月 1 日、リニューアルオープンしました。平成 28 年から行われてい
た耐震工事がこのほど終了。今年 3 月からは、リニューアルオープンのための臨時休館に入っていました。

Pick up!

兵庫県立図書館が 7 月からついにリニューアルオープン。書架の増設で蔵書量が増えるほか、閲覧スペース
も広くなります。また、小さなお子さんと一緒でも周囲に気兼ねすることなく親子で読書が楽しめる親子読書
室や、介護、医療、法律など暮らしの悩みをテーマごとに扱う課題解決コーナーなどが新設されます。

東播磨ちゃん 兵庫県 PR 動画が話題
東播磨県民局の制作した PR 動画がニュースなどに取り上げられ、話題になりま
した。動画は神戸や姫路、東播磨といった県内の地区をアイドルグループに見立
てたもので、神戸や姫路に比べて華がない事に悩む東播磨ちゃんの成長の物語。
話題が広がった事で、10 月には CD デビューも決定しています。

Pick up!

魅力がないわけじゃないけれど、神戸や姫路に比べるとやっぱりパッとしない…。実際に東播磨に住む人で
さえ感じている、地元のそんなイメージを上手く擬人化させた短編動画。だけど健気に頑張る東播磨ちゃんを
見ていると、むしろ誰よりも可愛く見えちゃいますよね？

JULY
財団からのお知らせ

明石市文芸祭作品募集中！
６月から文芸祭作品の応募受付が始まっています。今回の募集要項は、
明石のアイドル「YENA☆」が目印。若い世代の方からも応募が増えま
すように、という願いを込め、今までの募集要項からデザインを一新し
ました。パッと見「あれ？今までと何か違う？」文芸祭実行委員会のみ
なさんや担当者の意気込みも違います！ぜひ手に取っていただき、作品
をご応募ください。応募期間は 7 月 31 日（火）まで、必着です。
あなたの応募、お待ちしています！
今年度は明石市文芸祭の 45 周年。これを記念して、一般 7 部門の
市長賞には副賞としてなんと！賞金 3 万円が贈られます。そして、
YENA☆ファンのあなた！詩部門の文芸祭賞の中から「YENA☆が選
ぶ素敵な詩」には YENA☆賞が！市長賞・YENA☆賞をめざして、
ぜひご応募ください。詳細は、
②ページで確認してくださいね。
今からでも十分間に合いますよ。

文化芸術に関する活動を支援します
イベントを企画・広報したい、助成を受けたい
自身の知識・技術を活かしたい
アーティスト情報を知りたい
文化芸術イベントの情報を知りたい
他の文化団体の情報を知りたい

財団までお気軽にご相談を！

TICKET
財団で販売中のチケット一覧
▪ダンスコンテスト

明石フィル・ジュニアオーケストラ サマーコンサート

(2018.7.8 Sun)
▪ひとつぶのたねクラシックコンサート
（2018.7.14 Sat）
▪菅原明朗コンサート
(2018.8.4 Sat 16:00 START)
▪音のみちジャズコンサート
(2018.9.8 Sat 17:00 START)

ＳＮＳで最新のイベント情報
ト情報
をお届けします！
ピカリとテコも
も
twitter
twitter 更新中！
更新中！
文化芸術の情報から日常のこと
までいろいろつぶやいてます☆
@picari̲accf

@Teco̲accf

フライヤー置きます！
文化芸術に関わるイベントの
チラシがありましたら、財団
までお持ちください！
3 か所ある財団チラシラック
でＰＲに協力いたします！

梅雨も真っ只中、肌にじっとりとまとわりつく暑さが苦手な私、通勤電車の中で汗を拭きながら「心頭滅却すれば
火もまた涼し」と呪文のように念じてみますが、まだまだ修行が足りません。どんなに暑くても涼しげな方たちがう
らやましい…。さて、この夏もクラシックコンサートなどが目白押し。クラシック音楽というと敷居を高く感じる方
にも気軽に楽しんでいただけるよう入門講座なども企画していますので、暑さに負けずぜひ足をお運びください。W
杯観戦で寝不足になりがちな毎日ですが、みなさまも体調など崩されないようお気を付けくださいね。(R .N)
発行

