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西宮市民会館 アミティホール 西宮市六湛寺町10番11号 ☎0798-33-3111

1階868席・2階312席　火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）
日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合わせ先

７（土） 18：00 27thウェルネスダンシング発表会
キッズダンスフリースタイル 無料 塩谷

☎41-9827

８（日） 13：30 27thウェルネスダンシング発表会
キッズダンスフリースタイル 無料 塩谷

☎41-9827

15（日）
14：00
18：00 26thウェルネスダンシング発表会大人の部 無料 塩谷

☎41-9827

20（金） 13：30 西宮市民生委員・児童委員会総会 関係者 西宮市地域共生推進課
☎35-3032

22（日） 14：30 岸田麻衣子バレエスクール第５回発表会 無料 岸田麻衣子バレエスクール
☎090-8885-7458

28（土）
13：30
18：00 ふれあいコンサートinアミティ2018「春」 ハガキ申込

※カンパ方式
阪神大震災復興祈念コンサート実行委員会
☎0736-62-9963

30（月・休） 13：30 県立西宮高等学校吹奏楽部
第28回定期演奏会 200円 兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部

☎52-0185

ギャラリーアミティ 西宮市民会館
開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合わせ先

４/18〜４/22
（初日12：00〜）
10：00〜18：00

（〜17：00）
フォト99写真展 写真 和手

☎090-1482-5320

西宮市フレンテホール 西宮市池田町11番1号 フレンテ西宮5階 ☎0798-32-8660
定員300名　火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館、催しのある火曜日については開館します）

火曜日の使用については、お問合せください。

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合わせ先

１（日） 13：30 ピアノコンサート 無料
※関係者のみ

津田　志保
──

４（水） 19：00 室内楽とコンチェルトの夕べ
〜ベルギーよりアンサンブル・メンデルスゾーンを迎えて〜 4,000円 TMCJ

☎0797-55-0730

５（木） 13：00 西宮市佛教会
「仏誕花まつり」 無料 西宮市佛教会

☎47-2214

７（土） 10：45 ０歳からのファミリーコンサート 500円
※３歳以下無料

大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
☎38-6630

20（金） 16：00 大学、短期大学、専門学校　進学相談会 無料 株式会社昭栄広報
☎06-6223-1371

21（土）
10：30
13：30
16：10

フレンテ映画サロン
映画「家族はつらいよ２」

500円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

27（金） 15：30 進学相談会 無料 株式会社さんぽう
──

29（日・祝） 13：30 Studio Cantata & ffキッズ発表会 無料 長谷川　美希
☎090-5094-7226

30（月・休） 13：00 ピアノ発表会 無料 小林ピアノ教室
☎090-8798-4543

西宮市プレラホール 西宮市高松町4番8号 プレラにしのみや5階 ☎0798-64-9485
定員300名　火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合わせ先

６（金） 14：00 県立西宮高等学校音楽科現役生による
ティーンズ・スプリング・コンサート 整理券優先入場 プレラホール指定管理者西宮地域創生共同体

☎64-9485

７（土） 14：00 西宮JAZZ 3DAYS vol.14
酒と桜の日々 2,800円 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3111

８（日） 14：00 西宮JAZZ 3DAYS vol.14
ジャズ・シンガーズ・スペシャル〜５人のシンガー、四季を唄う〜 3,000円 NPO法人関西ジャズ協会

☎06-6442-0370

14（土） 14：45 ピアノ・フルート発表会 無料 よしこピアノフルート教室（榎）
☎090-5102-6006

15（日） 16：30 Spring Concert 2018 無料 杉野　和世
☎22-2664

なるお文化ホール 西宮市古川町1番12号 ☎0798-47-7977
定員632名　火曜休館

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合わせ先

１（日） 14：00 西宮JAZZ 3DAYS vol.14
ヤング・アット・ハート 1,500円 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3111

７（土） 10：30 カラオケ大会 無料 コスモス歌謡会（山下）
☎090-3849-7153

14（土） 14：00 西宮少年合唱団　卒団式 関係者 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

19（木） 14：00 第１回木曜講座
「投身大の西郷隆盛からどのようなことが読みとれるか？」 無料 西宮東高等学校

☎47-6013

22（日） 14：00 ワンコインお気楽コンサート 要問合せ 和太鼓ふたば（星井田）
☎36-8592

26（木） 14：00 第２回木曜講座
「阪神間モダニズムの分水嶺－小磯良平と吉原治良」 無料 西宮東高等学校

☎47-6013

28（土） 13：00 島村楽器ミュージックスクール　発表会 無料 島村楽器
☎81-6651

29（日・祝） 12：00 第７回ODORI邦舞のつどい 無料 ODORI実行委員会（浜）
☎090-2012-6586

西宮市甲東ホール 西宮市甲東園3丁目2番29号 アプリ甲東4階 ☎0798-51-5144
定員245名　月曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合わせ先

８（日） 14：00 Piano Joint Recital　春のピアノコンサート 1,000円 森重
☎090-9273-4682

11（水） 13：30 春のオペラコンサート 1,000円 株式会社ライフデザイン阪急阪神夙川サロン（近藤）
☎38-1991

20（金） 19：00 レクイエム〜シューマン歌曲によるジョイントリサイタル〜 2,000円 リサイタル実行委員会（大西）
☎080-1435-1189

21（土） 17：00 ゾンアーベント　アンサンブル　演奏会 500円 ゾンアーベント　アンサンブル（児玉）
☎52-5557

26（木） 19：00 安永早絵子　YoRoShiKuコンサート　Vol.２ 3,500円 よろコン２実行委員会
☎090-5256-2502

30（月・休） 14：00 Spring Concert 無料 ムジーク・カンパニュラ（ニイ）
☎080-5709-4992

甲東ホール展示室 アプリ甲東4階
開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合わせ先

４/20〜４/21 10：00〜17：00
（〜15：00）MOA美術館　いけ花展 美を楽しむ健康法の紹介 森山

☎54-9105

練習利用に係る直前割引制度導入のお知らせ
西宮市甲東ホールでは、施設の空き区分の有効活用をはかるため、平成30年４月より楽器や合唱等の練習目的でホールを利用す
る場合に、使用日の２か月前以降からの申し込みで基本使用料を正規料金の30％とする直前割引制度を導入します。詳しくは、
ホールまでお問い合わせください。

西宮市立市民ギャラリー 西宮市川添町15番26号 西宮市教育文化センター内 ☎0798-33-1666
月曜休館

開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合わせ先

３/27〜４/１ 11：00〜18：00
（〜15：00）アート・クラフトフェスティバルIN西宮2018 漆造形・平面・銅版画 A.C.N倶楽部

☎090-3262-6660，500円

４/３〜４/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）スポンジアート・コラボ企画展2018 アート絵画・立体スポンジアート作品・

絵本作品・スポンジアートジオラマ
一般社団法人・福祉心話会
☎06-6419-4367

４/11〜４/15 11：00〜18：00
（〜15：30）「ヒマラヤ光の詩」小野克之作品展 油絵・水彩 小野　克之

☎042-595-3646

４/17〜４/22 10：00〜17：00
（〜16：00）エル・ポルト洋画展 絵画 エル・ポルト

☎090-1585-9854

４/22〜４/29 10：00〜18：00
（〜17：00）ハニーペット写真教室展2018 写真 来秀則

☎080-6150-8210

４/24〜４/29 10：00〜18：00
（〜16：00）「好きなこともっと…展」 油絵・水彩画・デザイン アート・ポイント

☎23-2629

西宮市立北口ギャラリー展示室 西宮市北口町1番2号 アクタ西宮東館6階 ☎0798-69-3160
月曜休館

開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合わせ先

３/27〜４/１ 10：00〜18：00
（〜16：00）

NHK文化センター梅田矢野クラス
第27回写真展 写真（風景他） 礒端　勝

☎66-7655

４/３〜４/８ 10：30〜18：00
（〜16：30）雑派絵画展 油・水彩・絵画 木下　敏彦

☎090-3827-3864

４/７〜４/８ 10：00〜16：00
（〜15：30）第41回いけばな展 いけ花・呈茶（裏千家） 市川　粮華

☎090-3922-1974

４/３〜４/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）第７回写らっく写真展 写真 室田　宰

☎73-7544

４/10〜４/15 10：00〜17：00
（〜16：00）第21回西宮市水墨墨彩画協会展 掛軸・額装・屏風等 武井　香璋

☎73-3069

４/19〜４/22 10：00〜17：00
（〜17：00）新晨展 書と篆刻 村岡　草秀

☎41-4183

４/17〜４/22 10：00〜18：00
（〜17：00）阿部耀子水彩画教室展 水彩画 阿部　耀子

☎0797-72-0154

４/17〜４/22 10：00〜18：00
（〜16：00）第21回アジャンスケッチ旅行会作品展 スケッチ作品と写真

ロット・エ・ガロンヌ県の紹介
森田　正樹
☎22-6496

４/24〜４/29 10：00〜17：00
（〜16：00）前田蓉子となかま展 日本画 前田　蓉子

☎53-7207

４/24〜４/29 10：00〜17：00
（〜16：00）永田教室合同写真展第４回 写真（街並み・風景） 永田　収

☎070-6686-5117

４/24〜４/29 10：30〜17：30
（〜16：00）GROUP葦展 油彩・水彩・パステル 磯辺　明子

☎40-4032

市内美術館・博物館
施　設　名 展　覧　会　名 期間・料金等

西 宮 市 立 郷 土 資 料 館
川添町15−26� ☎33−1298
10:00〜17:00（入館は16:30まで）月休

①常設展示「西宮の歴史と文化」
②月替わり一品展示４月号「古墳時代の物質文化１〜装身具〜」

①通年　無料
②４/３〜４/29　無料

西宮市大谷記念美術館
中浜町4−38� ☎33−0164
10:00〜17:00（入館は16:30まで）水休

追悼特別展　高倉健 ４/７〜５/27　1,000円

ア ガ ペ 大 鶴 美 術 館
甲山町53−４� ☎73−5111
10:00〜17:00（入館は16:30まで）火休

常設展示「日光東照宮社殿１/10模型」
　　　　　「象牙彫刻・聖母マリアと聖母子像」 通年　1,000円

頴 川 美 術 館
上甲東園1−10−40� ☎51−3915
10:00〜16:00（入館は15:30まで）月休

’春季展　江戸絵画への誘い（一）（後期）18世紀 ４/10〜５/13　※４/30開館　600円

関 西 学 院 大 学 博 物 館
上ケ原一番町1−155�☎54−6054
9:00〜16:30（入館は16:00まで、最終日16：00）日・祝休

平常展「Gift for the Future関西学院のあゆみ
－学院の息吹・原田の森－」４/２〜５/26　※４/30開館　無料

笹倉鉄平ちいさな絵画館
能登町11−17� ☎75−2401
10:00〜18:00（入館は17:30まで）火・水休

①笹倉鉄平「犬が好き・猫が好き」展
②笹倉鉄平　旅情さそう作品展

①〜４/９　300円
②４/19〜７/２　300円

辰 馬 考 古 資 料 館
松下町2−28� ☎34−0130
10:00〜16:30（入館は16:00まで）月休

春季展「富岡鉄斎展」 ３/24〜５/６　200円
※4/30開館、5/1休館

白鹿記念酒造博物館（酒ミュージアム）
鞍掛町8−21� ☎33−0008
10:00〜17:00（入館は16:30まで）火休

平成30年春季特別展　
笹部さくらコレクション「HANAMI」

３/21〜５/28　※５/１開館　500円
※4/23酒蔵館のみ開館

堀江オルゴール博物館
苦楽園四番町7−1� ☎70−0656
10:00〜17:00（入館は16:00まで）月休

前期企画展　
オルゴールの中のオペラの世界　シリンダー編 ４/１〜７/31　900円

市内ギャラリー
施　設　名 展　覧　会　名 期間・休館日等

ア ト リ エ 西 宮
馬場町1−22� ☎22−0322

①高瀬昌郎作陶展
②坂上明子銅版画展

①４/３〜４/８
②４/17〜４/22
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

①「花咲く頃」
②「Hal Kaze展」土居虹亮個展
③3人展「陶版木」

①４/5〜４/10
②４/12〜４/17
③４/19〜４/24
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）会期中無休

ギャラリー＆キッチンストラッセ
松生町18−21� ☎72−4413

①たなかみゆき遺作展
②トルコのキリム展
③日下義彦水彩画展「英国コッツウォルズ風景」
④メガネ一日展

①４/１〜４/３（最終日16：00）
②４/５〜４/10（最終日16：00）
③４/12〜４/17（最終日16：00）
④４/18
いずれも11：00〜18：00会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

中島豊博（兄）・康誠（弟）・孝子（妹）きょうだい展
４/20〜４/24
11：00〜17：00（初日13：00〜、最終日15：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

①「さくら色の散歩展」
②田邉和子作品展　油絵＆水彩展

①４/４〜４/９
②４/25〜４/30　
いずれも11：00〜18：00（最終日16：00）会期中無休

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

①第13回「さくら展」
　油彩画・日本画の40余名のさくらを題材にした作品展
②第11回「断片─16展」〜抽象画・版画・立体〜

①３/31〜４/８
　11：00〜17：00（最終日16：00）月休
②４/17〜４/22
　11：00〜18：00　会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①天野ミサ　シルバーアクセサリー展
②武井香璋・悠毬子二人展

①４/14〜４/22
　11：00〜18：00（最終日17：00）
②４/27〜４/29
　11：00〜18：00（入館17：30まで、最終日17：00）
いずれも会期中無休

G A L L E R Y 雛
羽衣町5−28� ☎70−7257 町家シリーズ　林田勇治水彩画展 ４/６〜４/11　

10：00〜18：00（最終日17：00）会期中無休

日 中 藝 苑 ギ ャ ラ リ ー
名塩ガーデン8−１�☎090−4278−6687 邢少蘭・姚新峰中国画展 ４/１〜４/２　

13：30〜16：00（入館15：30まで）会期中無休

西宮市山口ホール 西宮市山口町下山口4丁目1番8号 山口センター1階 ☎078-904-2760
定員230名　月曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合わせ先

７（土） 11：00 さくらまつり（雨天時） 無料 西宮市社会福祉協議会山口分区（梶）
☎090-5894-2889

14（土） 10：30 人形劇 無料 西宮市山口ホール指定管理者日本管財株式会社
☎078-904-2760

西宮市山口ホール 展示室 山口センター1階
開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合わせ先

４/３ 10：00〜16：00 「宮水学園」山口地域講座
受講申込受付 受講申込 西宮市生涯学習推進課

☎35-5165

４/３ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

４/４・11・
18・25 18：00〜19：30 ジャズダンスの練習 ダンス ラブ・ステップ（岸本）

☎078-203-2234
４/10・17・

24 20：00〜21：30 バランスボールで体幹ストレッチ 体操 リフレッシュ（丸山）
☎080-3133-5812

市外加算使用料廃止のお知らせ
西宮市山口ホールでは、平成30年4月より近隣市町の方でも使いやすくすることで施設の空き区分の有効活用をはかるため、市外
加算使用料を廃止いたします。詳しくは、ホールまでお問い合わせください。

当日一般料金のみ掲載しております。市内局番は0798は省略しております。各催物、展覧会の内容、休館日、その他の料金等
詳細についてはお問い合わせ先にご確認ください。月のスケジュール


