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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

２（日） 13：30 第22回スタジオ・ジーカム発表会 無料 スタジオ・ジーカム
☎090-1587-2404

８（土） 14：30 第８回大学OBビッグバンドジャズ祭りin西宮 1,500円 関西ジャズ協会
☎06-6442-0370

９（日） 14：00 第６回Ailes Ballet School発表会 無料 國丸　亜記
☎080-4019-0320

15（土） ①11：00
②14：00 よしもとお笑いライブin西宮2018秋の陣 5,000円 （株）よしもとクリエイティブエージェンシー

☎0570-550-100

17（月・祝） 14：00 西宮市吹奏学会吹奏楽団創立５周年記念
おいぼれバンド演奏会

無料
※要整理券

西宮市吹奏学会（酒井）
☎090-8537-2823

22（土） ①13：30
②18：00 ふれあいコンサートinアミティ2018「ファイナル」 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

24（月・休） 16：30 アンドゥトロワ＆タップジーン
第15回発表会「眠れる森の美女全幕」他 無料 アンドゥトロワ

☎26-6337

27（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

30（日） 14：00 西宮市吹奏楽団
「宮っ子ファミリーコンサートVol.3」 無料 （公財）西宮市文化振興財団事業課

☎33-3146

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 お問合せ先

９/26〜９/28 （初日13：00〜）
９：00〜17：00 宮水学園「絵画フレンド」絵画展 水彩画 大庭

☎090-4288-4334
９/29〜10/４
（10/２休館）

（初日13：00〜）
10：00〜17：00

（〜16：00）
彩遊会作品展 水彩画 彩遊会

☎67-3656

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（金） ９：50 第64回夏期講座「東洋絵画研究のいまとこれから」 無料 黒川古文化研究所
☎71-1205

８（土） 14：00 シャンソン発表会 要整理券 吉村　洋子
☎20-3732

16（日） 13：30 CHIYOKAピアノ教室　ピアノ発表会 無料 石田
☎090-1958-6238

22（土） 11：30 平成30年度都山流尺八楽演奏会 無料 嶺山　蘭山
☎078-219-3288

29（土） 10：00 第30回関西ろうさい病院市民公開講座 無料
（要申込）

関西ろうさい病院市民公開講座係
☎06-6416-1221（土日祝除９時〜17時）

30（日） 13：00 都山流尺八演奏会 無料 八木　可山
☎0797-71-1782

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

15（土） 18：30 関関同立ギターフェスティバル 無料 首藤
☎090-9723-6075

17（月・祝） 14：00 楽しい音楽会 無料 小出
☎090-7882-7198

30（日） 14：00 さくらムジカオーケストラ
第２回ファミリーコンサート 無料 さくらムジカオーケストラ（岸本）

☎080-1443-2943

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

９/12〜９/17 10：00〜17：00
（〜16：00）第23回フォトチャンス写真展 会員による作品の展示 ☎090-9283-0872（川瀬）

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

９/11〜９/16 10：00〜17：00
（〜16：00）

フォトくすのき・グルッペワイド・フォトランダム
合同写真展 写真120点 フォトランダム

☎73-5574

９/15〜９/16 10：00〜17：00
（〜16：00）第40回夙川プリスクール作品展 園児作品 ──

９/18〜９/30 10：00〜18：00
（〜17：00）第62回西宮美術協会展 油彩・水彩・アクリル

パステル・版画・立体
西宮美術協会
☎090-4565-6871

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

８/28〜９/２ 10：00〜18：00
（〜16：00）関西学院大学文化総部書道部学外展 書道 片岡　芙美子

☎080-8144-6837

８/28〜９/２ 10：00〜18：00
（〜16：00）洋画グループアートコロ作品展 洋画 森本　正義

☎22-6080

８/30〜９/２ 10：00〜19：00
（〜16：00）「深雪とゆかいな仲間」 まくらめ編 尾﨑　深雪

☎64-0874

９/４〜９/９ 10：00〜18：00
（〜17：00）写楽会合同展示会 写真 森田　伸寛

☎090-7343-2223

９/４〜９/９ 10：00〜17：00
（〜16：00）水彩・グループ「ゆう展」 水彩画 実田　安男

☎080-5420-3576

９/５〜９/９ 10：00〜17：00
（〜16：00）中國結・アジアンノット作品展 ひもを結んで作った壁飾り

など
野口　和
☎080-6590-7788

９/11〜９/16 10：00〜19：00
（〜17：00）弦月展2018 絵画・立体など 佐々　文章

☎090-1145-8368

９/18〜９/23 10：00〜18：00
（〜16：00）宋惟虹洋画教室展 油彩・水彩画・パステル 宋惟虹

☎090-1225-6970

９/18〜９/23 10：00〜18：30
（〜17：00）

日本リアリズム写真集団阪神支部第14回写
真展 写真 松村　佳人

☎078-731-8407

９/25〜９/30 10：00〜17：30
（〜16：00）第37回アトリエ甲風画苑展 洋画・日本画・水彩画・書

道等
小野　公
☎67-9174

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９月号「古墳時代の物質文化４〜馬具〜」
③指定文化財公開「具足塚古墳出土品」

①通年
②９/１〜９/30
③９/１〜11/25
いずれも無料

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

2018イタリア・ボローニャ国際絵本原画展
８/11〜９/24　800円
会期中毎週金曜日のみ10：00〜19：00

（入館は18：30まで）

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秋季展「江戸絵画への誘い」（二） （前期）９/16〜10/25　600円
※月曜日が休日の場合は翌日休

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
−学院を築いた４人の院長」

特別展示　第４代院長 C. J. L.ベーツが残した写真アルバムから

８/１〜10/20　無料
９/17休館

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

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

秋季特別展「風物詩−雪月花をめぐる−」
酒資料室「宮水　灘酒人気の秘密」

９/12〜11/25　500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

垣内真希子 銅版画展「空の静寂」
９/４〜９/９　
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豊島舞 個展「ちいさな鳥のはじまりの歌」
②大越順子 銅版画展「Hunting for cheese」
③的場カヨ プレス木凹版画展「星空小箱」

①８/30〜９/４
②９/６〜９/11
③９/13〜９/18
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）
水休　会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 凹 凸
今津曙町13-２-521�☎23−2629

チャオ！　ボローニャ！
CIAO! Bologna!

９/８〜９/24　13：00〜18：00　
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①闘う被写体　YUKO KAEDE
②井上理白書道教室生徒作品展
③伊勢昌史 個展

①９/14〜９/19
②９/21〜９/26
③９/28〜10/10
いずれも10：00〜18：00（最終日17：00）
②初日12：30〜　※９/22（土）は16：00迄
③初日13：00〜

ギャラリー＆キッチンストラッセ
松生町18−21� ☎72−4413

①北欧伝統のテキスタイル展
②ソーイング仲子教室作品展

①９/６〜９/11
②９/28〜９/30
いずれも11：00〜18：00（入館17：30まで）

（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ボローニャ国際絵本原画展入選者作品展
②関西春陽会版画部小品展（前半）

①８/28〜９/２
②９/25〜９/30
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

上山明子・Allangelo田中あや子２人展 ９/22〜９/24　
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

①「Colors」〜いろの世界〜　たけうちちひろ
②『夜』と『おともだち』の個展　西岡秀樹

①９/４〜９/９
②９/19〜９/24
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

西宮ぎゃらりーさんぽ
ボローニャ国際絵本原画展入選者
ミニ作品展＆絵本フェア

９/６〜９/14　
13：00〜18：00　水休　無料

サコダアートギャラリー
田代町19−12� ☎66−0667

①森本由貴子exhibition「あこがれのイノセンス」
②miyauni solo exhibitionかわいいちぎり絵の世界
　「はじめまして、ねずみのズーズー」
③イタリアボローニャ国際絵本原画展2018入選
　吉間ゆかり個展「Gulliverガリバー」

①９/14〜９/20
②９/22〜10/３
③９/22〜10/３
いずれも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8−１9�☎090−4278−6687

王君小品展 ９/２〜９/４　
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
４（火）〜
８（土） 14：30 大迷路★ストーリーツアーズ

「ミッションをクリアせよ！」 無料 西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

11（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

16（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

23（日） 17：00 笑福亭鶴瓶・恭瓶親子会 完売
※当日券なし

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

９/４ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

９/５・12・
19・26 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

９/11 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

９/15 ガス器具展示会 展示会 伊丹産業（株）
☎078-986-6735

９/16 10：00〜16：30 写真展示 写真 フォト01（水野）
☎078-903-2681

９/16・30 19：00〜21：00 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

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

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

１（土） 14：30 第31回フレンテ名曲サロンEarly autumn concert 2,500円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

９（日） 10：00 ベネッセの認知症タウンミーティング基調講演 無料
※要事前申込

（株）ベネッセスタイルケア
☎0120-02-3715

15（土） 14：30 オペラの世界から〜名曲集〜 500円 コレギウム・ラモー神戸
☎078-851-7797

16（日）
①10：15
②13：05
③15：25

高齢者・低体力者のための運動指導者フォーラム
（元気kai ！ 2018 in 兵庫）

１クラス（120分）
4,700円
※要事前申込

NPO法人１億人元気運動協会
☎36-3729

19（水） 11：00 佐藤ママ講演会 in 西宮・尼崎 無料
※要事前申込

阪神朝日事業（株）
☎33-2979 

21（金） 13：00 西宮市新卒者企業就職面接会 無料 西宮市若者等就労促進事業事務局
☎31-5951

22（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン「嘘八百」 500円 西宮都市管理（株）
☎32-8686

29（土） 14：00 西宮市医師会市民フォーラム
ひょっとしたら認知症？〜これからどうする〜

無料
※要事前申込

西宮市医師会
☎26-0662


