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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

１（土） ①13：15
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

２（日） 15：00 M's BASE White Canvas Concert Op.3 無料 ─

６（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

８（土） 13：00 西宮市子ども会文化サークル連盟 第31回発表会 無料 西宮市子ども会文化サークル連盟
☎35-3031

９（日） 14：00 2018さよならコンサート 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

14（金）
①11：30
②14：00
③16：30

ベネッセ英語コンサート クリスマス公演
「WELCOME TO SNOW PARADISE !」 3,120円 英語コンサート事務局

☎0570-00-8600

16（日） 14：00 西宮市吹奏楽団 第54回定期演奏会 500円
※未就学児入場不可

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

19（水） 13：30 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

20（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

22（土） 16：00 〜Christmas Celebration 2018〜
ゴスペルコンサート 無料 コイノニア福音教会

☎078-411-1211

28（金） 17：30 第16回上甲子園中学校吹奏楽部
定期演奏会兼３年生引退コンサート 無料 西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部友の会

☎33-0621

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

11/28〜12/３ 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

年末年始の休館日　12/29〜１/３

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

２（日） 14：00 2018 PURE HEART LIVE〜いのちの音〜 1,000円 ピアチェーレ芦屋事務局
☎0797-31-8836

６（木） 14：30 シャンテ・シャンソンコンサートvol.12 無料 笠井美幸シャンソン教室
☎090-5093-6630

７（金） 19：00 TARA Dreaming LIVE vol.10 5,000円 一般社団法人アイエーシープランニング
☎078-904-1806

８（土） 13：30 にしのみや人権フォーラム 小谷あゆみさん講演会
「笑顔で変わる前向き介護〜介護の達人は人生の達人〜」 無料 西宮市教育委員会 人権教育推進課

☎35-3892

９（日） 14：00 朝野裕子ソプラノリサイタルvol.3 3,000円 ☎090-8449-6820

21（金） 10：30 親子のためのクリスマスコンサート2018 1,500円 ジーエムアートグレイス
☎52-5515

24（月・休） 14：00 1st. Concertアンサンブル　レ・プレール 1,000円 反田
☎080-3138-0286

年末年始の休館日　12/29〜１/３

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）
年末年始の休館日　12/29〜１/３

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

８（土）
14：00 素敵なゲストを迎えて吉村蒿盟古典ライブVol.７ 2,000円 吉村 蒿盟

☎090-1899-3665

18：00 第21回ゾンアーベント演奏会 500円 ゾンアーベント（村岡）
☎43-0938

13（木） 19：00 Christmas Sweet Jazz Concert 3,800円 キャンディージャズボックス
☎072-223-0105

15（土） 17：00 SAKURAジェンヌ＆MYザクラ　
クリスマスコンサート 1,500円 甲東ホール

☎51-5144

22（土） 14：00 第193回赤とんぼコンサート 1,500円 演奏グループ赤とんぼ事務局
☎080-6219-5242（弓庭）

24（月・休） 13：30 クリスマスコンサート 無料 ムジーク・カンパニュラ
☎080-5709-4992（ニイ）

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

12/４ 10：15〜11：30 友愛セール 手作りマルシェ
手作りスモックエプロン、パジャマ、鍋帽
子、子どものものや添加物の入っていない
ケーキ・クッキー、国産の食品を販売

☎46-3022（東）

12/８〜12/９ 10：00〜17：00 「ギャッベ・スタイル」展 ゾランヴァリ・ギャッベ展
示即売会

（株）絨毯ギャラリー
☎078-857-0415

年末年始の休館日　12/29〜１/３

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

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

12/４〜12/９ 10：00〜17：00
（〜15：00）第64回西宮市造形展 絵画等の平面作品

立体・共同作品
西宮市教育委員会 学校教育課
☎35-3888

12/11〜12/23 10：00〜18：00
（〜16：00）写真楽園Club SEI-G写真展2018 写真 club SEI-G

☎090-4144-6368

12/12〜12/16 11：00〜18：00
（〜15：30）書家・福詩家たろう個展−sen− 書約20点ポストカード約80点

入場料200円 ライン登録で無料
書家・福詩家たろう
☎06-7493-6974

年末年始の休館日　12/28〜１/４

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（土） 16：00 音楽教室おけいこしましょ！
第４回ピアノ・ヴォーカル発表会 関係者 音楽教室おけいこしましょ！

☎080-1435-4872（南出）

９（日） 13：00 社交ダンスクリスマスパーティー 関係者 アイリス社交ダンス同好会
☎080-1405-8339（三宅）

12（水） ９：50 PTAコーラス音楽会 無料 西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

15（土） 15：15 クリスマス会＆ビンゴ大会 無料（要整理券） 西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

16（日） 10：00 福祉フォーラム（講演会） 無料 福祉ネットワーク北六甲台地区会議
☎090-9878-6336（日高）

18（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（木） 13：30 ゑびす寄席 1,200円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

22（土） 13：00 日本舞踊発表会 関係者 西宮寿会こども教室
☎090-2597-8611（下司）

23（日） 10：00 全天候型フリーマーケットひろば2018冬 無料 北六甲台エココミュニティ会議
☎0797-61-1101（上村）

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

12/２・11・
18 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

12/４ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

12/５・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
年末年始の休館日　12/29〜１/３

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） 18：30 ゑびすロックフェスティバル2018番外編
キングブラザーズ20周年記念ワンマンライブ 4,000円 清水音泉

☎06-6357-3666

２（日） 10：00 第７回アルファパーティ 1,000円 西宮スクエアダンスクラブアルファーの会
☎45-1496

３（月） 12：30 朗読劇「清須会議」 無料 朗読いずみ
☎73-6575（後藤）

７（金） 12：00 青春！夢　歌くらべ 2,000円 井上明子歌唱塾
☎49-2828

11（火） 14：00 田村緑ピアノ・レクチャーコンサート 1,500円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

16（日） 13：00 英語劇発表会 無料 ラボ国際交流センター
☎70-6579

22（土） 13：30 おとあそび工房 第５回公演〜多様性が紡ぐ即興表現の
ドキュメンタリー・ライブ〜「たまたま黄身のままで」 1,300円 おとあそび工房

☎090-9866-7586（森川）

23（日） 14：00 ピアノ発表会 無料 吉田 周子
☎64-0455

24（月・休）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン「モリのいる場所」 800円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

26（水） 10：30 第14回　ぽえむコンサート 無料 ミュージックぽえむ
☎66-7440

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

12/６〜12/９
（初日12：00〜）
11：00〜18：00

（〜17：00）
第５回Leaf展 絵画の展示等 ☎48-2790（松山）

12/13〜12/17 11：00〜18：00
（〜16：00）手作り展示販売

帯地かばん、着物リフォーム、手描き
友禅、お手拭きタオル、ドライフラワー
とプリザーブドフラワー等の展示販売

☎67-1727（和本）

年末年始の休館日　12/29〜１/３

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

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

西宮市人権平和推進課
☎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

12/４〜12/９ 10：00〜18：00
（〜17：00）Family展 墨絵・絵・木工・陶器 竹原 仁子

☎73-1958

12/４〜12/９ 10：00〜17：00
（〜17：00）こんなことしています友・悠・遊展 絵画・彫刻・手芸等 羽田 英彦

☎66-0892

12/４〜12/９ 10：00〜17：00
（〜16：00）遊彩会水彩画展 水彩画 森田 範子

☎54-1197

12/11〜12/16 10：00〜18：00
（〜17：00）第67回白光写真展 写真（自由作品） 有馬 清徳

☎46-1166

12/18〜12/23 10：00〜17：00
（〜16：00）圓の会作品展 木版画 柴田 陽三

☎32-6402

12/18〜12/23 10：00〜18：00
（〜16：00）

NHK文化センター梅田
平岡教室第１回写真展 写真 磯端 勝

☎66-7655

12/21〜12/23 10：00〜18：00
（〜16：00）青涛会大阪展 書作品 池永 碧涛

☎090-3274-0606
年末年始の休館日　12/28〜１/４

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12月号
　「阪神大水害の絵はがき−80年の記憶−」
③第47回特集展示「兵庫県政150年記念展」

①通年
②11/27〜12/28
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

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�11/23（金）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

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
※12/30（日）〜１/３（木）年末年始休館

堀内ゑびすコレクション「引礼−商いは神頼み−」 12/８〜１/14　400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

領家裕隆小品展−異世界− 12/４〜12/９　11：00〜18：00（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

①３人展−陶・油彩・銅版画−
②Koshien Makers Market
　〜クリスマスプレゼント展〜

①11/29〜12/４
②12/６〜12/11
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

大切な人に贈る小さな絵展 11/30〜12/５　10：00〜18：00（初日は13：00〜）
（最終日17：00）

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

チャリティ 第14回干支展〜 亥
イノシシ

〜
油彩・版画・日本画・墨彩画・書道・立体

12/１〜12/９　11：00〜17：00（最終日16：00）
12/３休

ギャラリー＆キッチンストラッセ
松生町18−21� ☎72−4413

①西脇那智子 銅版画展
②外間宏政 テディベア展
③アルパカニットウェアー展

①12/３〜12/８
②12/９〜12/14
③12/15〜12/20
いずれも11：00〜18：00（入館は18：00まで）（最終日16：00）会期中無休

サコダアートギャラリー
田代町19−12� ☎66−0667

福嶋吾然有展「Cats, Cats, Cats !４」 12/14〜12/22　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

河北滄州美術家協会展 12/４〜12/８　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休


