
11
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

３（土・祝） 10：00 学校説明会 関係者 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

４（日） 13：30 第43回西宮市民音楽祭　宮っ子みんなのコンサート 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

９（金） ①10：30
②14：00 名画鑑賞会「空飛ぶタイヤ」 1,000円 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3146

10（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」 はがき申込

※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

14（水） 13：45 第28回西宮市立中学校合唱祭 関係者 西宮市教育委員会 学校教育課
☎35-3859

17（土） 13：30 第46回西宮市芸術祭 古典芸能鑑賞会「日本舞踊」 1,000円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33−3111

21（水）
13：00 第50回西宮市青少年健全育成のつどい 無料 西宮市教育委員会 青少年育成課

☎35-3429

19：00 阪神土建労働組合西宮支部　保険証交換学習会 関係者 阪神土建労働組合
☎35-8209

23（金・祝） 12：00 平成30年度西宮市生涯学習大学「宮水学園」学園祭 無料 西宮市生涯学習推進課
☎35-5165

24（土）
14：30 Floral Ballet 4th Festival 無料 フローラルバレエ

☎090-7140-7121

19：00 阪神土建労働組合西宮支部　保険証交換学習会 関係者 阪神土建労働組合
☎35-8209

28（水） 13：00 年末調整説明会 関係者 （公社）西宮納税協会
☎33−5216

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

11/15〜11/18 11：00〜18：00 Comi & Sae & Hiko＋六番パーク子ども作
品展Part16 絵画、造形、写真 又野

☎54-2592

11/28〜12/３ 10：00〜17：00 第68回西宮市展賞レビュー展 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

10（土） 13：30 ピアノコンサート 無料 吉中ピアノ教室
☎0798-67-3605

11（日） 13：30 第7回訪問看護師と考える　看取りのシンポジウム
家での看取りを語ろう〜自分らしい最期を迎えるために〜 無料 訪問看護ステーションネットワーク担当（訪問看護そよかぜ内）

☎090-3614-5781（中嶋）

14（水） 17：30 関西大学入試説明会 無料 関西大学（大代表）
☎06-6368-1121

16（金） 19：00 六甲ヒルズ室内オーケストラ
第４回プロムナード・コンサート 無料 六甲ヒルズ室内オーケストラ

☎080-3785-1182

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

７（水） 14：00 第６回朗読会　思いの花束 無料 語り手集団WA（森本）
☎53-8487

10（土） 13：30 Liberte音楽堂コンサートvol.８ 無料 Liberte音楽堂（サカイ）
☎090-5166-2345

11（日） 13：00 第30回MOA美術館　西宮児童作品展 無料 中本 園子
☎53-1600

23（金・祝） 13：30 むじっく☆ショー〜vol.２〜 2,500円 音楽教室『otoha』（木下）
☎0797-20-4797

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

11/９〜11/11 10：00〜19：00
（〜15：00）

第30回MOA美術館
西宮児童作品展

子供達が自然、環境、社会、他者との関
わりを通して感性を働かせながら、情
操を養い豊かな心を育てることを目的

中本 園子
☎53-1600

11/23〜11/25 10：30〜18：00
（〜16：00）

陶芸教室つちいろ会員作品展
『お鍋の時間・スープの時間』 『お鍋の時間・スープの時間』 陶芸教室つちいろ（畑野）

☎52-5650

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

10/19〜11/３ 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

11/６〜11/11 10：00〜16：00
（〜14：00）書友くらぶ阪神不二教室 書道作品展 書道作品 書友くらぶ阪神不二教室

☎072-694-0266

11/６〜11/11 10：00〜17：00
（〜15：00）星美会 書道作品展 書道作品 ─

11/14〜11/18 10：00〜17：00
（〜12：00）平成30年度勤労者美術展 洋画、日本画、写真、書道、

彫塑・工芸
西宮市労政課
☎35-5286

11/27〜12/２ 10：00〜17：00
（〜16：00）油彩画グループ「月曜会」作品展 油彩画55点 油彩画グループ月曜会

☎72-4687

11/27〜12/２ 10：00〜17：00
（〜16：00）2018甲子園短期大学 書道展 書道作品 甲子園短期大学

☎65-3300

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（日） 10：00 第69回西宮市民文化祭（山口公民館文化祭） 無料 山口公民館
☎078-904-0287

11（日） 14：00 ジャズを楽しもう!! 無料 西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

18（日） 12：00 西宮山口アルキナーレ2018 山口地域活性化推進委員会（佐藤）
☎090-3273-7489 

20（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

21（水） 10：00 ワークショップ＆1DAYレッスン
〜手作りのオリジナルリースでX'masの準備を始めませんか？

3,500円
要申込

西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

25（日） 13：30 バンド演奏会 無料 ウィズ遊Trio
☎078-903-5847

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

11/２・３ 10：00〜17：00
（〜16：00）漆・木彫・陶芸展 漆・木彫・陶芸の展示・販売 ものづくり工房（芦田）

☎078-904-2727

11/６ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

11/７・14・
21・28 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
11/13・20・

27 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

11/15・29 14：00〜16：00 植物絵画教室 ペン画・色鉛筆 西田 英太

11/20 ９：30〜11：30 コーラス コーラス 山口童謡コーラス
☎078-903-2369

11/27 10：00〜15：00 水墨画展覧会 水墨画 山口楽蓉会
☎078-903-5847

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

３（土・祝）
①10：30
②13：30
③16：30

フレンテ映画サロン「妻よ薔薇のように」 800円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

４（日） 14：00 破壁殘燈零碎月
中国江南伝統音楽の世界−崑曲と江南絲竹− 4,000円 江南春琴行

☎078-955-1192

10（土） 18：00 2018桃色JAZZ楽団LIVE 1,000円 桃色JAZZ楽団
☎090-3727-5711

11（日） 13：30 ミュージックフェスタ2018
ピアノ発表会 関係者 トート音楽院

☎06-6341-4639

16（金） 14：00 オカリナ合奏
岡嶋先生と共に 無料 岡嶋 正和

☎73-5651

17（土） 14：00 大阪音楽大学音楽専攻科生によるオータムコンサート 申込〆切済 （公財）西宮市文化振興財団
☎33−3146

28（水） 13：00 講演会とミニコンサート（シャンソン・合唱） 関係者 新老人の会 兵庫支部
☎26-3965

30（金） 14：30 花さくらくご 2018 紅葉 無料 西宮都市管理（株）
☎32-8686

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

10/31〜11/５ 10：00〜17：00
（〜15：00）第15回西宮さつき会秋季盆栽展 さつき盆栽展 西宮都市管理（株）

☎32-8686

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

10/30〜11/４ 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

11/６〜11/11 10：00〜18：00
（〜16：00）第23回写塾・AIM写真展 写真 林田 弘

☎090-7963-2856

11/６〜11/11 10：00〜17：30
（〜17：00）第48回写壇「ゼロ」展 近作写真 内山 博司

☎22-0033

11/９〜11/11 10：00〜16：30
（〜16：00）井戸端会 作品展 着物（留袖・振袖・訪問着）

帯・額・小物等
矢部 節子
☎74-3943

11/13〜11/18 10：00〜19：00
（〜17：00）ヴォーリズ建築・神戸女学院の四季 絵画・写真 大川 徹

☎090-5249-1027

11/13〜11/18 10：00〜17：00
（〜15：30）押花アート「食欲の秋」 押花にした野菜・果物・花

等の額
井内 靖子
☎090-9866-4879

11/20〜11/25 10：00〜18：00
（〜16：00）第９回オール関西学院写真部展 写真 八尾 弘一

☎73-4467

11/20〜11/25 10：30〜18：00
（〜17：00）第４回楽流会展 日本画 佐治 孝眞

☎090-8654-0316 

11/27〜12/２ 10：00〜18：00
（〜17：00）

原水爆禁止西宮市協議会結成60周年記念事業
『「平和の絵コンテスト」作品展』

市内在住・在学の小中学生から
応募のあった作品（平和の絵）

人権平和推進課
☎35-3473

11/27〜12/２ 11：00〜17：00
（〜15：00）第３回水彩画作品展（産基友会） 水彩画 西村 章三

☎38-1800

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11月号
　「古墳時代の物質文化６〜韓式系土器〜」
③第47回特集展示「兵庫県政150年記念展」

①通年
②10/30〜11/25
③11/27〜12/28
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

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

「江戸絵画への誘い（二）─19世紀─」 11/１〜11/30　600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）日休

企画展
「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（金・祝）休

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

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

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

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

行動美術協会展 11/６〜11/11　
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酒匂渓香 書展
②稲垣由紀子 銅版画展
③ボタニカルパーティー
④M'sクラフト作品展
⑤高橋礼子 作品展

①11/１〜11/６
②11/８〜11/13
③11/17 10：00〜17：00
④11/18〜11/20
⑤11/22〜11/27
①②④⑤11：00〜18：00（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①彩筆会はがき絵・日本画展
②（第１展示室）谷村能子先生と「花の輪会」展
　（第２展示室）森年子日本画・挿絵展
③第３回「いちから楽しむ抽象画」教室展
④第４回一期一絵展
⑤大切な人に贈る小さな絵

①11/２〜11/７　10：00〜18：00（初日は13：00〜）（最終日17：00）
②（第1）11/10〜11/14　11：00〜17：00（第2）11/９〜11/14　11：00〜16：30（初日は13：00〜）
③11/16〜11/21　10：00〜17：00（初日は13：00〜）（最終日16：00）
④11/23〜11/28　10：00〜18：00（初日は13：00〜）（最終日16：00）
⑤11/30〜12/５　10：00〜18：00（初日は13：00〜）（最終日17：00）

ギャラリー＆キッチンストラッセ
松生町18−21� ☎72−4413

①ZÜSのフェルト展
②しまもとなおこ 水彩画展
③木の実とスパイスのリ・グレイス展
④モンゴルのカシミヤ展
⑤坂田ルツ子 フェルト展

①11/１〜11/６
②11/７〜11/12
③11/13〜11/18
④11/20〜11/23
⑤11/25〜11/30
いずれも11：00〜18：00（最終日16：00）会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①〜tiroir〜Limited Shop
②福永のりこ 展
③是枝律子 和布の衣展
④神保宏嗣 展

①11/１〜11/３　10：00〜16：00（最終日11：00〜16：00）
②11/９〜11/14（2Ｆ・3Ｆ）　11：00〜18：00（最終日17：00）
③11/９〜11/13（1Ｆ）　11：00〜18：00（最終日16：00）
④11/23〜11/28（2Ｆ・3Ｆ）　11：00〜18：00（最終日17：00）
いずれも会期中無休

G A L L E R Y 雛
羽衣町5−28� ☎70−7257

①京染の匠 米山清人 展
②新日美 京都支部小作品展
③戸上恭子の花と風景画展
④石田和江 染色展

①11/２〜11/７　11：00〜18：00（最終日15：00）
②11/９〜11/14　11：00〜17：00（最終日16：00）
③11/23〜11/29　10：00〜17：00
④11/30〜12/５　10：00〜17：00（最終日16：00）
いずれも会期中無休

サコダアートギャラリー
田代町19−12� ☎66−0667

おおのあやか 展 11/22〜12/１　10：00〜18：00（最終日17：00）
11/25、28休館

日 中 藝 苑 ギ ャ ラ リ ー
名塩ガーデン8−１9�☎090−4278−6687

「滄河一粟」河北滄州 芸術展 11/29〜11/30　
13：30〜16：00（入館15：30まで）会期中無休


