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（公財）西宮市文化振興財団 催しのご案内
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 3（土） ゑびす寄席 生 瀬 市 民 館
 4（日） 西宮市吹奏楽団サマーコンサート アミティホール
 8（木） マイソング・マイタカラヅカ フレンテホール
10（土） 甲東サロンコンサート 甲 東 ホ ー ル
25（日） 西宮太鼓フェスティバル アミティホール

 1（土）～9（日）西宮市展 市民ギャラリー
16（日） 西宮文学案内（春期講座） 山 口 ホ ー ル
22（土） ゑびす寄席 山 口 ホ ー ル
29（土） フレンテ・ダンス・ジュエルズ＃８ フレンテホール

27（日） 西宮三曲協会コンサート フレンテホール

 2（土） フレンテ名曲サロン フレンテホール
 3（日） 金谷こうすけジャズ・ライブ フレンテホール
16（土） 大学ＯＢビッグバンド・ジャズ祭り アミティホール
17（日） コーラスの広場 フレンテホール

 1（日） 桂南光と河田健のほのぼのジャズ倶楽部 フレンテホール
 7（土） 西宮市芸術祭「クラシックコンサート」 プ レ ラ ホ ー ル
10（火）～11/7（火）西宮市民文化祭 市 内 各 所
14（土）・15（日）野外アートフェスティバル 六 湛 寺 公 園
18（水）～11/5（日）西宮市芸術祭「近作展」 市民ギャラリー

 5（日） 宮っ子みんなのコンサート西宮市民音楽祭 アミティホール
12（日） ブラスフェスティバル・コンサート アミティホール
18（土） 大阪音大専攻科生オータムコンサート フレンテホール
25（土） 西宮市芸術祭「古典芸能鑑賞会」 アミティホール
26（日） 公共ホール現代ダンス活性化事業公演 フレンテホール

10（日） さよならコンサート アミティホール

 8（月祝）西宮市芸術祭｢能楽講座｣ フレンテホール
11（木） ニューイヤーコンサート 兵庫県立芸術文化センター
13（土） 木津川計の一人語り劇場 フレンテホール
28（日） 文楽探究セミナー「文楽に遊ぶ」 プ レ ラ ホ ー ル

 4（日） 「青春の音楽祭」コンサート なるお文化ホール
10（土）・11（日）アジア映画祭 フレンテホール
18（日） なないろの音楽だより（吹奏楽） アミティホール
24（土） 宮っ子おやこコンサート なるお文化ホール

 3（土） なるお寄席 なるお文化ホール
 4（日） コーラスの広場 フレンテホール
11（日） なないろの音楽だより（ビッグバンド・ジャズ） アミティホール
11（日） 東日本大震災復興支援コンサート フレンテホール
18（日） 西宮市吹奏楽団 定期演奏会 アミティホール
24（土） 西宮少年合唱団 定期演奏会 アミティホール

西 フ な プ 甲 ロ

　西宮の学生ビッグバンドとプロ
のジャズメンによる夢の競演!!

学文中学校学文ジャズ・オーケストラ
／西宮浜中学校マリナシティ・ジュニ
ア・ジャズ・オーケストラ／高校選抜ス
プラッシュ・ジャズ・フリーク／大手前
大学ジャズ・スカイスクレイパー／関
西学院大学Ｋ.Ｇ.スウィング・チャリオ
ティアーズ

宮本直介（ベース）、上場正俊（ドラム
ス）、高橋知道（テナーサックス）、横尾
昌二郎（トランペット）、志水愛（ピア
ノ）、ロアナ・シーフラ（ボーカル）

　ギネス公認世界最高齢バ
ンド、ゴールデン・シニア・ト
リオが送る珠玉のジャズス
タンダードナンバー

ゴールデン・シニア・トリオ
[宮本直介（ベース）、鍋島直昶（ヴィ
ブラフォン）、大塚善章（ピアノ）]
ゲスト｜田中ヒロシ（ドラムス）、黒
木マミ（マリンバ）

ニューヨークをはじめ、ア
メリカの様々な都市や名所の
魅力を歌った曲を集めて楽し
む、歌によるアメリカ旅行

新井雅代、伊藤晴夫、木田折子、
西田あつ子、パティ（すべてボーカ
ル）、大塚善章（ピアノ）、宗川信（ベー
ス）、御薬袋一男（ドラムス）、高橋
知道（テナーサックス）

　元 宝塚歌劇団の実力派による華やかで、楽しく、気品あふれる
ボーカル教室です。ボイストレーニングも交え、ピアノの生伴奏
で毎月2～3曲程度のシャンソンや宝塚の名曲等をマスターしま
す。最終回には簡単な生徒おさらい会を開催します。宝塚初心者
も、男性も、お気軽にご参加ください。
講　師

日　時 4月12日（水）◎•27日（木）☆ 5月10日（水）◎･26日（金）☆
（全12回） 6月15日（木）◎•29日（木）☆ 7月12日（水）◎･27日（木）☆

8月 9日（水）◎･24日（木）☆ 9月13日（水）◎･28日（木）☆
各回13:30～15:00 講師 … ◎森岡･村上　☆村上･毬穂

料　金 2,000円/回 （当日払い）
会　場 西宮市フレンテホール練習室
募集人数 各回15名程度（先着｡ご予約ください｡）

お申し込みはフレンテホール事務室

☎（０７９８）３２－８６６０
お名前・ご住所・電話番号をお伝えください。

　毎年恒例の｢ゑびす寄席｣。
今年から小中高生は500円！
みなさんでお楽しみください。

入団テスト：5月28日（日）13:30から、西宮市民会館で行います。

対　　象：市内在住の小学４～６年生及び中学１・２年生の男女

募集人数：小学生約30名、中学生若干名

受付期間： 4月10日（月）～5月26日（金）までの土・日曜と休日を
のぞく毎日9:00～17:00

応募方法： 所定の申込書（市内公民館、図書館などで４月中旬から

配布）に必要事項を記入し、市民会館６階／（公財）西

宮市文化振興財団／事業課までご持参ください。

申 込 先： 〒662-0918西宮市六湛寺町10－11

（公財）西宮市文化振興財団「西宮少年合唱団」係へ

※ 郵送の場合は、82円切手を貼った返信封筒を同封のうえ、
上記宛先ヘ。５月23日（火）必着。テスト要項等をお送りし
ます。

申込書は、（公財）西宮市文化振興財団のホームページ 

http://www.nishi-bunka.or.jp/
からダウンロードいただけます。
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　西宮市内で活動するコーラ
スグループ４６団体が、日頃の
練習の成果を披露します。

～公益財団法人西宮市文化振興財団主催事業のチケット取扱所のご案内～
催しにより、取扱所が異なります。各公演のマークをご参照ください。

西 西宮市民会館（西宮市役所南隣） ０７９８－３３－３１１１
フ 西宮市フレンテホール（JR「西宮駅」南フレンテ西宮５F） ０７９８－３２－８６６０
な なるお文化ホール（市立西宮東高校内） ０７９８－４７－７９７７
プ 西宮市プレラホール（阪急「西宮北口駅」南徒歩３分プレラにしのみや５F） ０７９８－６４－９４８５
甲 甲東ホール（阪急「甲東園駅」前アプリ甲東４F） ０７９８－５１－５１４４
山 西宮市山口ホール（山口センター1階） ０７８－９０４－２７６０

新 新響楽器西宮北口オーパス店（阪急「西宮北口駅」南） ０７９８－６４－１０３１
フ・イ フレンテ西宮１Fインフォメーション ０７９８－３２－８５５０
ぴ 電子チケットぴあ ０５７０－０２－９９９９
ロ ローソンチケット ０５７０－０００－７７７
E イープラス http://eplus.jp
芸 兵庫県立芸術文化センター  チケットオフィス ０７９８－６８－０２５５

※アミティ友の会先行発売・会員割引は、西宮市民会館、フレンテホール、なるお文化ホール、プレラホール、甲東ホールでのみ取り扱いしています。

※各取扱所の営業時間等は、直接お問合せください。※高齢者や障害のある人などにチケット料金の割引があります。詳しくは上記各ホールまでお問い合わせください。

村上由紀
（元宝塚歌劇団花組娘役）

毬穂えりな
（元宝塚歌劇団月組・宙組娘役）

森岡怜子（綾乃にしき）
(元宝塚歌劇団月組娘役)

※内容・日時などを変更する場合があリますのでご了承ください。


