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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

６（土） ９：35 第52回西宮市立中学校合同音楽会 無料 西宮市教育委員会学校教育課
☎35-3859

７（日） 14：00 第63回西宮混声合唱団定期演奏会 1,000円 ☎0797-32-5396（松本）

８（月・祝） 14：00 兵庫県立西宮高等学校音楽科
第34回定期演奏会 無料 兵庫県立西宮高等学校

☎52-0185

13（土） 16：00 西宮フィルハーモニーバンド
第18回定期演奏会 無料 ☎090-8468-9801（中村）

14（日） 13：30 大正琴のつどい 無料 ☎64-2346（藤本）

17（水） 14：00 改正法人税法等説明会 関係者 公益社団法人 西宮納税協会
☎33-5216

20（土） 18：30 Poco a Poco Wind Ensemble
第21回定期演奏会 無料 ☎050-5326-7642（鷹

タカ

取
トリ

）

25（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

28（日） 11：00 第69回西宮市民文化祭「ふる里の民踊発表会」 無料 西宮市民踊協会
☎67-9051（石田）

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

９/29〜10/４
（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

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

３（水） 19：00 神戸女学院大学フルートファミリーコンサート
英国の名手ポール・エドモンド＝デイヴィス氏を迎えて

2,000円
※学生割引あり

神戸女学院大学音楽学部事務室
☎51-8550

６（土） 12：30 第13回薫習庵琴古流尺八究音会 無料 吉村 嵩盟
☎090-1899-3665

13（土） 15：00 東日本大震災支援チャリティーコンサート 無料 くりえいとPEN（藤井）
☎080-1515-3433

20（土） 15：00 金澤浩子 フルート教室 発表会 無料 金澤
☎090-9547-5525

24（水） 19：00 増井一友ギターコンサートVol.25 1,000円 夙川ギター倶楽部
☎050-3497-0294

25（木） 14：00 市民講演会
「自閉スペクトラム症とADHDの理解と支援」

無料
（定員150名）

西宮市立こども未来センター地域・学校支援課
☎65-1882

28（日） 14：00 第69回西宮市民文化祭「リコーダーコンサート」 無料 あんさんぶる　ラ・メール
☎46-2552

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

10/７ 10：00〜17：00 甲東ハンドメイドパーティー 作家によるハンドメイド作品のワーク
ショップ・展示販売・作品製作の実演

甲東ホール
☎51-5144

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

10/２〜10/５ 10：00〜16：00
（〜12：00）平成30年度第51回高齢者作品展 絵画・書・写真・工芸の

４部門
西宮市老人クラブ連合会
☎34-3334

10/２〜10/７ 10：00〜17：00
（〜16：00）環境ポスター展 環境ポスター 西宮市環境学習都市推進課

☎35-3821

10/２〜10/７ 10：00〜17：00
（〜16：00）選挙啓発ポスター展 選挙啓発ポスター 西宮市選挙管理課

☎35-3733

10/12〜10/14 10：00〜17：00
（〜16：00）

第69回西宮市民文化祭
「古布と糸の手仕事展」

手紡ぎ・手織り作品・古布
細工品・リフォーム服

手織り工房きぼう
☎090-1146-5889

10/９〜10/14 10：00〜18：00
（〜15：00）日高則男 追憶の日々 絵画・写真 日高 則男

☎080-4484-5413

10/19〜11/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）

第46回西宮市芸術祭
「西宮芸術文化協会作家の近作展」

洋画・デザイン・日本画・書・
写真・彫塑・工芸の７部門

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

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

狼涙忌パートⅡ展 10/16〜10/21　11：00〜18：00
（最終日17：00）月休

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

①近松素子 銅版画展
②−京の染匠−よねやまようこ “やさしい服展”
③feel the season
④近代造花展

①10/４〜10/９
②10/11〜10/16
③10/18〜10/23
④10/26〜10/28
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 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①伊勢昌史 個展
②藤本俊英 個展
③安岡明夫 個展
④第13回ハンドメイドあみぃ文化祭あみ物作品展

①９/28〜10/10（最終日17：00）
②10/12〜10/17（最終日17：00）
③10/19〜10/24（最終日18：00）
④10/26〜10/31（最終日17：00）
いずれも10：00〜18：00（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ぬぬぬかいしゃ展 沖縄島々の布
②秦弘子 ジュエリー展
③西脇雅秋 陶のうつわ展
④西村明子 KNIT＆FELT展

①10/２〜10/７
②10/11〜10/16
③10/18〜10/23
④10/25〜10/30
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関西春陽会 版画2018
②喜多章 煤竹細工展

①10/２〜10/７
②10/23〜10/28
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）月休

G A L L E R Y 雛
羽衣町5−28� ☎70−7257

①「この一年」岡田長久 作品展
②辻本雅愛 絵画展−お気に入りたちに想いをのせて−
③戸川まり子 彫刻展

①10/５〜10/10　10：00〜18：00（最終日17：00）
②10/12〜10/17　10：00〜18：00（最終日16：00）
③10/19〜10/24　11：00〜18：00（最終日17：00）
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

第４回 母娘展〈Flowers〉 10/25〜10/28　11：00〜18：00
（最終日17：00）　会期中無休

サコダアートギャラリー
田代町19−12� ☎66−0667

① miyauni 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」

② 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」

③佐々木優 個展

①９/22〜10/３
②９/22〜10/３
③10/19〜10/27
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

張雄華 書道小品展 10/30〜10/31　13：30〜16：00
（入館15：30まで）

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

13（土） 13：00 敬老のつどい 関係者 西宮市山口地区社会福祉協議会（梶）
☎090-5894-2889

14（日） 15：00 発表会 無料 JOYギター教室
☎090-7349-2357

16（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

20（土） 15：45 ハロウィンシール＆スコップさんのミュージカル 無料（要申込） 西宮市山口ホール指定管理者日本管財㈱
☎078-904-2760

21（日） 13：00 ピアノ発表会 無料 とみおかピアノ教室（富岡）
☎090-8650-9853

28（日） 14：00 ピアノ発表会 無料 プリズム音楽教室

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

10/２ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

10/３・17・24 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

10/10・11・12 ９：00〜17：00
（〜16：00） 高齢者作品展 絵画・書・写真・手芸・

盆栽等
山口町老人クラブ連合会（前田）
☎090-5905-4072

10/16・23・30 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

10/26・27・28 ９：00〜17：00
（〜16：00） 水彩画 一彩会・西宮北教室展 水彩画 一彩会・西宮北教室（市山）

☎090-6068-4520

10/30 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

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

４（木） 18：30 福原照晃＆ザ・ウェスタン・バンド
Still On My Trailコンサート 5,000円 フォートワース

☎39-1923

５（金） 13：15 社交ダンス・プレミアム舞踏会
プロデモやドレスアップ・ミニデモもある特別パーティ 1,500円 ダンス映像研究会（田中）

☎090-2283-0598

６（土） 10：30 熊本地震チャリティー
〜この指とまれ〜歌謡フェスティバル 無料 平山 良子

☎47-3963

８（月・祝） 10：30 第36回チャリティー歌謡コンサート
「岸わたる＆歌仲間」 無料 岸わたるミュージックサークル

☎36-3921

12（金） ①14：30
②18：00 国際反戦デー映画祭「この世界の片隅に」 500円 西宮教職員組合

☎66-5588

13（土）
10：45 ０歳からのファミリーコンサート〜ひみつの美術館〜 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

14：00 県民公開講座・がんフォーラム
「未来につながる乳がんのおはなし」 無料 兵庫県立西宮病院地域医療連携センター

☎34-5151

14（日） 10：00 第36回スクエアダンスジャンボリー 関係者のみ 西宮スクエアダンスクラブ
☎45-1496

19（金） 13：00 平成30年度地域安全西宮市民大会 無料 西宮防犯協会
☎33-5805

20（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン「ゆずの葉ゆれて」 500円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

21（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
☎06-6647-2570

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

６（土） 18：00 G・E-JAPANエンターテイメント・ライブ Vol.３ 2,500円 （株）G・E-JAPAN
☎072-819-7112

20（土） 14：00 OSAKA KOTO派 with 吉崎克彦　筝コンサート 2,000円 柳 友紀子
☎090-5654-7249

21（日） 12：00 第69回西宮市民文化祭
「西宮三曲協会 箏・三弦・尺八による第106回定期演奏会」 無料 西宮三曲協会

☎48-8915

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

10/２〜10/７ 11：00〜18：00
（〜17：00）第７回甲林展 絵画・写真・陶芸他 六車 幸紀

☎0797-73-5606

10/２〜10/７ 10：00〜18：00
（〜16：00）西宮日本画協会　秋の新作展 日本画・絵画 遠藤 隆稔

☎63-7028

10/２〜10/７ 10：00〜16：00
（〜15：00）運転Ｇ合同絵画展 油絵・水彩・デッサン 春重 祺子

☎71-2478

10/９〜10/14 10：00〜17：30
（〜16：00）フォトグループよもぎ・阪神合同写真展 写真 満武 弘子

☎73-5081

10/９〜10/14 10：30〜17：00
（〜16：00）田口良

タカ

子
コ

展〜こころ し・づ・か・に〜 水彩画 田口 良
タカ

子
コ

☎080-3221-1495

10/９〜10/14 10：30〜17：30
（〜16：00）手描友禅白梅会作品展 着物・掛軸・ミニ着物・

ミニ屏風・扇子他
松島 季史醐
☎74-7207

10/16〜10/21 10：00〜17：00
（〜15：00）西宮市シルバー人材センター会員作品展 絵画・書道・写真他 総務課

☎72-3461

10/16〜10/21 10：00〜17：00
（〜17：00）アブストラクト・アート元展 抽象画 元山 信子

☎71-1266

10/23〜10/28 10：00〜18：00
（〜16：00）ｉ楽彩作品展 水彩画 井上 正三

☎0797-23-1371

10/23〜10/28 10：00〜18：00
（〜16：30）陶房セラカフェゴッテ生徒作品展 陶芸作品 福田 典幸

☎66-4649

10/30〜11/４ 10：00〜18：00
（〜16：00）本田佑一油絵展 日本の山の絵 本田 佑一

☎48-3496 

10/30〜11/４ 10：00〜17：00
（〜16：00）楽

ラク

描
ガキ

スクール水彩画展 水彩画 田口 良
タカ

子
コ

☎080-3221-1495

10/30〜11/４ 11：00〜17：00
（〜16：00）平成30年度グループ「画っ展」 水彩・パステル画など 澤井 多年夫

☎090-7969-2027

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10月号「古墳時代の物質文化５〜腰掛〜」
③指定文化財公開「具足塚古墳出土品」

①通年
②10/２〜10/28
③〜11/25
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

グラフィックデザイナー 土方重巳の世界展 10/６〜12/９　800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】歴史を伝える遺物「兵馬俑と銅車馬展」
「日光東照宮社殿1/10木製模型」「姫路城1/50象牙模型」
「西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允ら元勲の書」他

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秋季展「江戸絵画への誘い」（二）−19世紀−（前期） ９/16〜10/25　600円
（10/８開館、10/９休館）

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

美術と文芸−関西学院が生んだ作家たち−Ⅰ 10/29〜12/22　無料
（11/23（祝）閉館）

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

第120回展観　和同開珎  −出土した古代銭の謎− 10/13〜11/25　500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　空想や印象を描いた作品展 10/４〜12/24　300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

秋季展「コレクションが語るもの」 10/６〜12/２　200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
（10/15（月）展示替えのため記念館閉館）

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

後期企画展
オルゴールの中のオペラの世界〜ディスクオルゴール編〜 10/２〜１/27　900円


