
5
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

３（木・祝） 14：00 ウィンドオーケストラ今津　第20回定期演奏会 無料 ウインドオーケストラ今津
☎050-3736-9727

４（金・祝） 16：30 兵庫県立西宮北高校吹奏楽部第21回定期演奏会 無料 県立西宮北高校
☎71-1301

５（土・祝） 未定 プチフルールコンサートNO.７ 無料 エリナバレエスタジオ
☎63-2128

12（土） 14：00 西宮中央合唱団第21回定期演奏会 1,000円 柳生
☎23-3047

13（日） 13：00 平成30年金婚夫婦祝福式典 関係者 神戸新聞　金婚式係
☎078-362-7086

18（金） ９：30 西宮市合同慰霊祭 関係者 西宮市地域共生推進課
☎35-3032

19（土） ①13：15
②18：00 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

20（日） 11：00 第58回西宮市民コーラス大会 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

24（木） ①10：30
②13：30 生涯学習大学「宮水学園」開講式 関係者 西宮市生涯学習推進課

☎35-5165

26（土） ①13：30
②18：00 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

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

３（木・祝） ①10：30
②13：30 第10回フレンテ寄席　〜素人寄席・てんてん 無料 西宮都市管理㈱

☎32-8686

５（土・祝） 14：00 上方オペラ工房メンバーによるアニメ＆特撮ソング
コンサートVol.14 2.200円 上方オペラ工房（伊原）

☎090-3990-7520

6（日） 10：30 カラオケ発表会 無料 日本の謡愛好会（越智）
☎090-3999-1679

13（日） 10：30 私立中学校・高等学校進学相談会 無料 サンケイリビング新聞社進学相談会
☎06-6647-2570

19（土）
①10：30
②13：30
③16：00

フレンテ映画サロン「いつまた、君と」 500円
※当日のみ販売

西宮都市管理㈱
☎32-8686

ギャラリーフレンテ フレンテ西宮4階
開演期間 時間（最終日） 展 覧 会 名 称 内 容 問 合 せ 先

５/17〜５/21 10：00〜17：00
（〜15：00） 第52回西宮さくら祭こども絵画展覧会 こども絵画 西宮観光協会

☎35-3321

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

16（水） 13：30 消費者月間記念講演会『ネット詐欺・携帯被害のワナ
〜その仕組みを知ることで防げる被害〜』 無料 西宮市消費生活センター

☎69-3157

19（土） 10：00 雲雀丘学園　校外説明会 無料 雲雀丘学園中学校・高等学校
☎072-759-1300

28（月） 13：00 シニアライフセミナー in 西宮北口
介護・福祉セミナー 無料 株式会社アクセスプログレス

☎06-6360-7460

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

４（金・祝） 15：30 リトルマーメイドバレエ発表会 無料 リトルマーメイド
☎35-2806

６（日） 15：00 西宮今津高校吹奏楽部　定期演奏会2018 無料 兵庫県立西宮今津高等学校吹奏楽部
☎45-1941

10（木） 14：00 第３回木曜講座「マルクスの何が現代に活かせるか
─ 生誕200年から振り返る」 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

12（土） 17：30 西宮東高校吹奏楽部　第42回定期演奏会 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

17（木） 14：00 木曜講座　第４回「ヘレン・ケラー女史を偲んで」 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

19（土） 未定 ダンス・音楽発表会 無料 JEUGIAカルチャーセンターららぽーと甲子園店
☎81-6868 

20（日） 11：00 リーべ音楽教室サマーコンサート 無料 リーべ音楽教室
☎22-5768

24（木） 14：00 木曜講座　第５回
「平成の天皇制とは何か？ ─ 退位問題の背景は ─ 」 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

26（土） 13：30 鳴尾吹奏楽団　うきうきコンサート 無料 鳴尾吹奏楽団（源太）
☎41-8033

27（日） 14：00 あなたに贈るメッセージ８
「愛と平和を〜あなたへ〜」 要問合わせ 女声コーラスこぶし（富岡）

☎46-4651

31（木） 14：00 木曜講座　第６回「ココロに効く短歌のつくりかた」無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

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

13（日） 14：30 ベクテレフ ピアノリサイタル ショパン ソナタ３番
マズルカ：スクリャービン ソナタ５番：他 3,000円 ベクテレフ先生を囲む会（山田）

☎090-3868-0115

18（金） 13：30 唄歌ミュージックフェスティバル 2,000円 唄歌クラブ（友永）
☎090-3656-5850

20（日） 14：30 名曲のひととき　バッハ Vnソナタ４番、無伴奏Vnソナタ３番：
ベートーベン ピアノソナタ28番：グリーグVnソナタ３番 2,000円 W.A.クラシック音楽の会（内野）

☎52-3404

27（日） 14：00 フルート教室　発表会 無料 やまうえフルート教室
☎090-6608-0378

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

５/11〜５/13 10：00〜17：00
（〜17：00）よみうり写真同好会　写真展示会2018 写真 よみうり写真同好会

☎63-3800

５/15〜５/20 10：00〜17：00
（〜15：00）第21回水墨画紅石会合同展 水墨画 水墨画紅石会

☎71-3285

５/29〜６/３ 10：00〜18：00
（〜15：30）Ge展 平面 Ge展事務局

☎078-982-6481

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

５/１〜５/６ 10：00〜18：30
（〜17：00）由之会新作展 絵画（水墨画・線描淡彩・

水彩細密画）
安迪
☎076-209-2990

５/１〜５/６ 11：00〜18：00
（〜16：00）パステルのしらべvol８ パステル画 大月　良子

☎080-8946-3569

５/８〜５/13 10：00〜17：00
（〜16：00）

カメラーデン段上・夙寿会カメラクラブ
合同写真展 写真 小森　保

☎36-7359

５/８〜５/13 10：00〜18：00
（〜17：00）第７回游画会展 花鳥・風景・心象風景など 稲田　峻

☎54-2045

５/15〜５/20 10：00〜17：00
（〜17：00）西宮写真美術協会展 写真 飯田　敏郎

☎090-8166-1744

５/15〜５/20 10：00〜17：00
（〜16：00）フォトさんさん写真展 写真 谷本　哲哉

☎0797-31-3850

５/15〜５/20 10：00〜17：00
（〜16：00）第24回まんで展 水彩画 中嶋　良介

☎65-4860

５/22〜５/27 10：00〜17：30
（〜17：00）芦屋フォトゼミナール展 写真 芦田　正美

☎73-0518 

５/22〜５/27 10：00〜17：00
（〜16：00）武庫川倶楽部・YKデッサン会合同展 絵画（油・アクリル・水彩） 山口　幹雄

☎26-0072

５/29〜６/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）JPA日本写真作家協会第８回関西会員展 写真 施永　宗三郎

☎73-6088

５/29〜６/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）第33回三軌会写真部兵庫支部展 写真 田中　泰平

☎0797-71-8980

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５月号
　「古墳時代の物質文化２〜田下駄〜」

①通年　無料
②５月１日〜６月３日　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 〜５月27日　※５/２開館　
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」
　　　　 「西郷隆盛、大久保利道、木戸孝允ら元勲の書」など

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

’18春季展　江戸絵画への誘い ─ 18世紀 ─ 〜５月13日　※４/30開館、５/１休館　
600円

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

平常展「Gift for the Future関西学院のあゆみ
　　　　　　　　　　　 ─ 学院の息吹・原田の森 ─ 」 〜５月26日　無料

黒 川 古 文 化 研 究 所
苦楽園3番町14-50� ☎71-1205
10：00〜16：00（入館15：30まで）（最終日15：30）月休

黒川古文化研究所第119回展覧
「黒川古文化研究所名品展

─ 中国古代の瓦と鏡・日本の刀剣と拵え ─ 」

〜５月27日　※４/30開館、５/１休館　
500円

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

笹倉鉄平　旅情さそう作品展 〜７月２日　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」 〜５月６日　※４/30開館、５/１休館　
200円

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」 〜５月28日　※５/１開館　500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鄭龍起　ポエトグラフィ展
②阿部彰　ビュラン彫銅版画展

①５月８日〜５月13日
②５月22日〜５月27日
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

①朝日みお銅版画展
②ボタニカル・パーティー
③スペイン版画展

①５月17日〜５月22日
②５月24日〜５月26日
③５月31日〜６月５日
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リネンのある暮らし展
②音堂多恵子　吹ガラス展

①５月14日〜５月19日
②５月20日〜５月25日
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黒住拓展（日本画創画会員）MORI wo OMOU
② ─ 花と生きる ─ 仲野壽志木版画展（春陽会会員）

①５月８日〜５月13日
②５月29日〜６月３日
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①一衣舎展
②こどもアトリエ　さつき展

①５月16日〜５月21日　11：00〜18：00（最終日17：00）
②５月２５日〜５月27日　10：00〜18：00
いずれも会期中無休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646 アミュゼの会　芦田泰子グループ展 ５月10日〜５月15日　

11：00〜18：00（最終日17：00）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

５（土・祝） 10：00 ワークショップ＆１日レッスン（ブリザーブドフラワー） 3,000円
※お花追加の場合要相談

西宮市山口ホール指定管理者日本管財株式会社
☎078-904-2760

15（火） 14：00 「宮水学園」山口地域講座 関係者 西宮市生涯学習推進課
☎35-5165

26（土） 15：00 ピアノ発表会 無料 ぴあのおと
☎0797-97-0087

27（日） 13：30 ピアノ発表会 無料 みつばち会ピアノ教室（大内）
☎078-997-6418

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

５/２・９・
16・23 18：00〜19：30 ジャズダンスの練習 ダンス ラブ・ステップ（佐藤）

☎090-3547-4335

５/８・22・29 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

５/1１ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

当日一般料金のみ掲載しております。市内局番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


