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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 ☎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 お問合せ先
４（水）
５（木）
６（金）

９：40 第63回西宮市立小学校合同音楽会 無料 西宮市教育委員会学校教育課
☎35-3859

７（土） 14：00 西宮きらきら母交響楽団オーケストラコンサート 無料
※０歳〜入場可 西宮きらきら母交響楽団

14（土） 13：30 心のうた2018 無料 唱歌の学校
☎26-6518

15（日） 16：30 第１回田島和実バレエストゥディオおべんきょう会 無料 田島和実バレエストゥディオ
☎090-1956-1885

22（日） ９：30 西宮市吹奏楽連盟2018第90回定期演奏会 500円
※当日販売

西宮市吹奏楽連盟
☎070-5432-2854

26（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

27（金）
28（土）
29（日）

９：30 第65回兵庫県吹奏楽コンクール第41回西阪神地区大会 1,000円 西阪神吹奏楽連盟
（同連盟ホームページをご覧ください）

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 ☎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 お問合せ先

６（金） 14：30 研修会 無料 西宮市人権・同和教育協議会
☎35-3158

７（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン「星めぐりの町」 500円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

８（日） 11：00 朝日私立中学校・高等学校進学サポートフェア 無料 （株）大阪朝日広告社神戸支店
☎078-321-2424

14（土） 10：45 ０歳からのファミリーコンサート〜ふしぎな宝箱〜 500円
※３歳以下無料・要整理券

大阪音楽大学付属音楽院さくら夙川校
☎38-6630

28（土） ①14：30
②18：30

劇団ふぉるむ2018夏公演「ら抜きの殺意」 2,800円 劇団ふぉるむ
☎33-9070

29（日） ③13：00

30（月） ①10：30
②13：30 西宮親子劇場映画上映会「パディントン」

500円
※３歳以下膝上無料
※電話での事前予約優先

西宮親子劇場（西宮市教職員組合 内）
☎66-5588

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 お問合せ先

７/27〜８/５ 10：00〜18：00
（〜16：00）「パンダのいる西宮展」 パンダ作家・大西亜由美に

よる写真展
西宮市フレンテホール指定管理者
日本管財・文化律灘・HA2B共同事業体
☎32-8660

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 ☎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 お問合せ先

７（土） 14：00 混声合唱団「鳴音」25周年リサイタル 1,000円 山本　隆一
☎70-0682

８（日） 13：00 Dolce Piano Concerto 無料 和田　千佳子
☎43-2949

14（土） 13：00 第21回リトルピアニストコンサート 無料 原　千恵
☎74-2308

19（木） 14：00 音楽劇「サプライズ」 2,000円 らくげき倶楽部事務局
☎65-9770

25（水） 13：00 第48回兵庫県高等学校邦楽連盟阪神支部演奏会 無料 兵庫県立西宮高等学校
☎52-0185 

26（木） 16：00 いづみ会ピアノ演奏会 無料 いづみ会

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

平成30年７月〜12月の間、天井耐震工事のため休館中です。（受付業務は通常通り行います）

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 ☎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 お問合せ先

４（水） 14：00 二胡とポピュラーピアノのコンサート 500円 フェリーチェ（野口）
☎48-1041

７（土） ①11：15
②13：15

親子ふれあい七夕コンサート
①G4の０歳から家族で楽しむコンサート
②アフタヌーンコンサート

申込締切済 日本ギロック協会西宮支部（マツイ）
☎090-8456-1560

８（日） 13：00 西宮三曲協会独奏勉強会 無料 西宮三曲協会（吉村）
☎090-1899-3665

29（日） 14：00 女声コーラス「真澄鏡」創団20周年コンサート 1,000円 女声コーラス「真澄鏡」（履輪）
☎090-9877-5371

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 お問合せ先

７/７ ①10：00〜11：45
②12：10〜14：00 親子ふれあい七夕コンサート

①親子でつくろう手づくり
　おもちゃ（申込締切済）
②想い出絵本交換会

日本ギロック協会西宮支部
（マツイ）
☎090-8456-1560

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 ☎33-1666
月曜休館

開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

６/30〜７/８ 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

７/31〜８/５ 10：00〜17：00
（〜12：00）日中児童書画作品展 書画 中国文化芸術センター

☎67-0122

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 ☎69-3160
月曜休館

開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

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

７/３〜７/８ 10：00〜18：00
（〜17：00）第16回サロン・セタンドール展 油絵・水彩画等 新宮　米三

☎078-857-0966

７/10〜７/15 10：00〜18：00
（〜16：00）汪洋・汪洋洋画教室展 水彩・油絵 汪洋

☎090-8160-8873

７/10〜７/15 10：00〜17：00
（〜16：00）穴井崇司日本画展 具象画・抽象画 穴井　崇司

☎090-8238-4791

７/17〜７/22 10：00〜18：00
（〜16：00）第９回関関同立OB写真展 写真 溝淵　初男

☎06-6853-1216

７/17〜７/22 10：00〜17：00
（〜17：00）第25回木光クラブ写真展 風景写真等 新家　俊男

☎74-3171

７/31〜８/５ 10：00〜18：00
（〜17：00）創立47周年西宮造形研究会展 デッサン・油彩・水彩・日

本画等
前田　豊稔
☎73-5344

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

第34回特別展示
「八十塚古墳群の時代〜武庫平野における群集墳の成立
と展開〜」

７/14〜８/26　無料
７/２〜13休館
７/28特別講演会　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 ６/９〜７/16　500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、大久保利通、木戸孝允ら元勲の書」他

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

企画展「ポスターでたどる戦前の新劇」 ６/４〜７/21　無料
※７/16開館

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　「絵画とイラストって、どう違うのだろう」展 ７/12〜９/24　300円
※７/20休館

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」 ６/９〜９/２　200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

①夏季館蔵品展「絵で見るものがたり」
②酒資料室「宮水　灘酒人気の秘密」

①７/11〜８/27　400円
②７/11〜８/27　400円
７/21　14：00〜14：30　ミュージアムトーク

「絵で見るものがたり」　無料（入館料が別途必要）

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　
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” 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

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

眞鍋芳和　透明水彩画展 ７/20〜７/25　11：00〜17：00　
会期中無休

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

①磯部隆作品展
②大月紅石先生による水墨画紅石会「絵うちわ展」

①６/26〜７/１
　11：00〜18：00（最終日17：00）月休
②７/24〜７/29
　11：00〜17：00（最終日16：00）月休

日 中 藝 苑 ギ ャ ラ リ ー
名塩ガーデン8−１9�☎090−4278−6687 中国児童 陸宏凱絵画展 ７/１〜７/３　

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 お問合せ先

１（日） 13：30 ソプラノ中野陽登美公開レッスン＆発表会 500円 エコソーレ
☎078-903-1005

５（木） 10：00 ダイヤモンド婚・金婚を祝う会 関係者 山口町老人クラブ連合会（前田）
☎090-5905-4072

７（土） 13：30 ゑびす寄席 1,200円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

15（日） 16：00 公開演奏会 無料 西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

24（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

25（水） 19：30 袖下踊り伝習会 関係者 山口町古文化保存会（角谷）
☎078-904-0510

26（木） 10：30 西宮警察による交通安全・防犯講習及び
音楽隊演奏会 無料 西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）

☎078-904-2760

27（金） 19：30 袖下踊り伝習会 関係者 山口町古文化保存会（角谷）
☎078-904-0510

29（日） 10：00 やまぐちハンドメイドマルシェ 無料 西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎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 お問合せ先

７/３ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

７/４・11・18 18：00〜19：30 ジャズダンスの練習 ダンス ラブ・ステップ
☎090-3547-4335（佐藤）

７/10・24・31 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

７/19・20 10：00〜16：30 からだの衰え度チェック
〈健康まちづくりイベント〉 健康チェック カーブス藤原台中町店

☎078-987-5517

７/27 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。市外局番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合せ先にご確認ください。月のスケジュール


