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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

３（日） 14：00 西宮市吹奏楽団サマーコンサート 500円
※未就学児入場不可

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

９（土） 13：30 第７回ODORI−洋舞のつどい− 無料 ODORI実行委員会
☎090-2012-6586（浜）

10（日） 13：30 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

13（水） 14：30 算定基礎届事務説明会 関係者 日本年金機構西宮年金事務所
☎33-2944

15（金） 19：00 よしもとお笑いライブin西宮2018 5,000円 （株）よしもとクリエイティブエージェンシー
☎06-6643-8500

17（日） 14：00 第17回フォートワース・ジャンボリー 4,000円 フォートワース・ジャンボリー実行委員会
☎39-1923

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

☎35-5165

24（日） 13：00 第17回西宮太鼓フェスティバル 指定席2,300円
※自由席あり

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

28（木） ①10：30
②13：30 西宮市生涯学習大学［宮水学園］ 関係者 西宮市生涯学習推進課

☎35-5165

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（金） 13：30 平成30年度　善意の日のつどい 無料 西宮市社会福祉協議会
☎34-3363

９（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン　映画「キセキの葉書」 800円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

17（日） 11：00 真光正法之會　関西方面合同周年祭 関係者 真光正法之會関西方面指導部
☎52-7901

24（日） 13：00 エコール・水方　日本きもの学院　着技発表会 無料 エコール・水方　日本きもの学院
☎40-6064

30（土） 13：00 ピアノ発表会 無料 M.ピアノ教室
───

ギャラリーフレンテ フレンテ西宮4階
開催期間 時間（最終日） 展 覧 会 名 称 内 容 お問合わせ先

６/６〜６/11 10：00〜18：00
（〜17：00） ぐるっぺあし写真展 写真作品展 ぐるっぺあし（中西）

☎23-1235

６/14〜６/18 11：00〜17：00
（〜16：00） 手作り作品展示販売

手作りポシェット・パッチワー
ク・革製品の小物・ドライフ
ラワー等の手芸品・展示販売

和本
☎67-1727

６/22〜６/24 10：00〜18：00
（〜17：00） パッチワーク作品展 パッチワーク作品 OAK（オーク）

☎47-9261

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

２（土） 13：00 甲子園音楽学園発表会 無料 甲子園音楽学園
☎68-0080

８（金） 13：00 第54回日伊声楽コンソルソ2018 1次予選（関西） 1,000円 公益財団法人日伊音楽協会
☎03-6277-5229

10（日） 13：00 第10回グーターコンパス音楽教室発表会 無料 グーターコンパス
☎37-6137

16（土） 14：00 TAKAHIRO YOSHIKAWA PIANO RECITAL 3,500円 Ampio（吉川隆弘後援会）
☎73-3295

17（日） 19：00 西宮音楽協会30周年記念
指揮者井上道義氏とともに日常非日常 2,000円 西宮音楽協会

☎71-1697

29（金） 19：00 高槻中学校学校説明会 無料 高槻中学校・高等学校
☎072-671-0001

30（土） 15：00 Group Dolce Piano Concert 
in memory of YASUYO KITAI 1,500円 四維

☎06-7181-2260

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

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

３（日） 13：30 平成30年度西宮市民健康フォーラム 要申込 西宮市保健所健康推進課
☎26-3667

７（木） 14：00 木曜講座　第７回「正しく知って上手につきあう
〜新薬とジェネリック医薬品〜」 無料 西宮市立東高等学校

☎47-6013

14（木） 13：15 木曜講座　第８回「気軽なオペラ、いかがですか？」〆切済 西宮市立東高等学校
☎47-6013

21（木） 14：00 木曜講座　第９回「【星の王子さま】を読み返す
〜解釈と仏語発音初級編〜」 無料 西宮市立東高等学校

☎47-6013

24（日） 13：00 育児セミナー 要申込 西宮市地域保健課
☎35-3310

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

９（土） 15：00 第45回甲東サロンコンサート 1,500円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

16（土） 17：00 混声合唱フロイデ21　サマーコンサート 1,000円 混声合唱フロイデ21（中西）
☎090-9885-2135

17（日） 13：30 〜Cresc.10th Anniversary〜クラリネットアンサン
ブルコンサート 無料 クラリネットアンサンブル・クレス

☎090-5361-3230

24（日） 14：00 魅惑のタンゴ・コンサート 無料 タンゴの名曲を楽しむ会（佐々木）
☎090-9696-0966

27（水） 19：00 増井一友ギターコンサート Vol.24 1.000円 夙川ギター倶楽部
☎050-3497-0294

30（土） 14：00 Kling Klang Vocal concert 2,000円 Kling Klang（佐々木）
☎06-6427-6840

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

６/20〜６/24
（初日12：00〜）
10：00〜17：00

（〜16：00）
フォトアングル写真展 写真クラブの作品展 フォトアングル（檜田）

☎090-1483-8615

６/26 10：15〜11：30 西宮友の会　友愛セール
会員手作りのパジャマ、エプロン、
子どもの衣類、オモチャ、添加物の
ない菓子、共同購入の品の販売

西宮友の会（片山）
☎46-3022

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

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

☎078-982-6481

６/８〜６/10 10：00〜17：00
（〜15：00）武庫川女子大学書道部単獨点 書道 武庫川女子大学書道部

☎45-9723

６/30〜７/８
（初日12：00頃〜）

10：00〜17：00
（〜14：30）

第68回西宮市展 洋画、日本画、デザイン、書、
写真、彫塑/立体、工芸

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

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

５/29〜６/３ 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

６/５〜６/10 10：00〜18：00
（〜17：00）第８回HSS二坪写真展 風景・造形・人物等 岡田　良信

☎090-6375-6334

６/５〜６/10 10：00〜18：00
（〜17：00）第12回APA写真展 写真 岡　和男

☎090-3842-2043

６/12〜６/17 10：00〜18：00
（〜17：00）

第７回KGR鉄路写真展関西学院大学鉄道研
究会OB会 鉄道写真 中村　紳一

☎67-4846

６/12〜６/17 10：00〜17：30
（〜17：00）第23回翔の会展 水彩画 城　玲子

☎64-8118

６/19〜６/24 10：00〜18：00
（〜17：00）第10回アトリエ'93展 油彩・水彩・パステル・ク

レパス
中川　喬夫
☎53-0976

６/26〜７/１ 11：00〜19：00
（〜17：00）第８回アトリエ凹凸版画教室作品展 銅版画と木版画 神野　立生

☎23-2629

６/26〜７/１ 10：00〜17：00
（〜16：00）宮水学園自主グループ「友画会展」 水彩・油彩・日本画ほか 奥村　綾子

☎52-8176

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６月号
　「古墳時代の物質文化３〜須恵器〜」

①通年　無料
②６月５日〜７月１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

ひもとく美術館ヒストリー ６月９日〜７月16日　500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・陽明門と廻廊ほか1/10模型」
「象牙彫刻・姫路城」「芝山細工の飾り棚」「西郷隆盛・大久
保利通をはじめ幕末・維新の元勲の書」など

通年　1,000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

①平常展「Gift for the Future関西学院のあゆみ
−学院創立の息吹・原田の森−」

②企画展「ポスターでたどる戦前の新劇」

①〜５月26日　無料
②６月４日〜７月21日　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

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

夏季教室展「集められた　たからもの」 ６月９日〜９月２日　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

酒蔵館平常展「明治の酒蔵と酒造道具」 ５月30日〜７月９日　200円　
※記念館休館

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

「オルゴールの中のオペラの世界・
シリンダーオルゴール編」 〜７月31日　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

狼涙忌展 ６月12日〜６月17日　
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星野尚　版画展　同時開催スペイン版画展
②MAKERS MARKET〜夏の訪れ〜
③アトリエ　タータン教室展
④アール・ブリュットの新しい星たち

①５月31日〜６月６日
②６月７日〜６月12日
③６月17日〜６月19日
④６月21日〜６月26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島本契司　木と陶のうつわ展
②スペシャルオリンピックス日本兵庫西宮プログラムアート作品展
③畠山定男　花とんぼ玉展

①６月１日〜６月６日
②６月８日〜６月13日
③６月26日〜７月１日
いずれも11：00〜18：00（最終日16：00）会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

西宮美術協会　2018年新作０号展 ６月２日〜６月13日
10：00〜18：00（最終日17：00）　木休

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

①「咲」展
②こもれび企画展「犬＆猫展」

①６月13日〜６月18日
②６月27日〜７月２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−花と生きる−仲野壽志木版画展（春陽会会員）
②磯部隆作品展（モダンアート協会会員）

①５月29日〜６月３日
②６月26日〜７月１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

手描きジャワ更紗展 ６月４日〜６月12日　
11：00〜18：00（最終日17：00）会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

常設展　諏訪温子（日本画） ６月５日〜６月17日　
13：00〜18：00　月休

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

３（日） 13：00 社交ダンスサマーパーティー 要問合せ アイリス社交ダンス同好会（中釜）
☎078-982-1408

９（土）
10：00 蘭風会・書道・絵手紙　作品展 無料 蘭風会（金丸）

☎078-903-201610（日）

17（日） 13：30 父の日コンサート 無料 西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

19（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

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

６/５ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

６/６・13・
20・27 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

６/12・19・
26 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

６/17 13：00〜15：30 写真展示 写真 フォト01（水野）
☎078-903-2681

６/22 10：00〜16：00 山を想う絵画展 ペン画 西田　英太
───

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


