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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

14（月・祝） 13：00 みんなでつくるコンサート 無料
平野 寛子
☎52-9454

24（木） 19：00 音の視点−東洋の間 西洋の間−vol.14 無料 ☎090-4037-9046

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

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 当日一般料金等 お問合せ先

19（土） 13：00 育児セミナー 要申込
西宮市地域保健課
☎42-6630

26（土） 10：30 オプス音楽教室発表会 無料
オプス音楽教室（野田）
☎41-4333

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

５（土） 13：30 第４回トロンボーン ソロ＆アンサンブルコンサート 無料
スライドリンク（竹田）
☎090-2103-5945

14（月・祝）
①13：30
②17：00

超名曲コンサートvol.4
〜心も踊る冬のひととき〜

無料
甲東ホール
☎51-5144

平成31年１月15日〜25日の間、空調設備入替工事のためホール・展示室・会議室・調理室・事務室を休館します。
工事期間中のお問合せは、文化振興課（35-3425まで）

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

１/８〜１/13
10：00〜17：00

（〜16：00）
第35回西宮書道協会展 書道作品

大林 義典
☎078-856-3365

１/15〜１/20
10：00〜17：00

（〜15：00）
第56回西宮市立小・中学校合同書写展 書写仮巻187本

西宮市教育委員会
☎35-3859

１/15〜１/20
10：00〜17：00

（〜15：00）
第35回手をつなぐ子らの作品展

絵画・切り絵・貼り絵・
陶芸作品

西宮市教育委員会 特別支援教育課
☎35-3924

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

11（金） 14：00 新春の集い 無料
山口公民館活動推進員会（横山）
☎078-903-0290

22（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

26（土） 14：00 陸上自衛隊第３音楽隊室内楽演奏会 無料
西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

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

１/８ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ
アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

１/９・16・
23・30

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

１/13・22・
29

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

1/20 10：00〜16：00 ペコムシマルシェ in 山口ホール 物品販売
ハラペコモリムシ（岡本）
☎050-5215-0900

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

６（日）
①10：30
②13：30
③16：00

フレンテ映画サロン「ばあちゃんロード」
500円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

12（土） 14：00
県立西宮病院　県民公開講座　生活習慣病

「歩いて治そうCKD（腎臓病）」
無料
※事前申込不要

兵庫県立西宮病院地域医療連携センター
☎34-5151

13（日） 13：00
第13回社交ダンスサークルテディ主催
NEW YEAR'S DANCE PARTY

3,000円
山下
☎090-8200-5023

14（月・祝） 13：30
第46回西宮市芸術祭【能楽講座】気軽に楽しもう！
能の世界

1,000円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

26（土） 18：00 D-JAM　Hearty party vol.12
1,500円
※前売のみ

─

27（日） 10：30 西宮歌謡フェスティバル
無料
※事前申込必要

西宮歌謡会事務局
☎090-8160-9570

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

１/９〜１/13
10：00〜18：00

（〜16：00）
第24回書・伯亭会展併催学生書初め展 学生お習字・一般の書道作品

永井 伯亭
☎53-6748

１/15〜１/20
10：00〜18：00

（〜17：00）
第９回桑絲会展 書道・篆刻

井下 石泉
☎52-0014

１/15〜１/20
10：00〜18：00

（〜17：00）
筆輪展 書道

澤岻 游龍
☎080-3812-5429

１/22〜１/27
10：00〜17：00

（〜16：00）
HARK27国画会阪神地区作家展

絵画と版画（油彩・アクリ
ル等）

山下 進一郎
☎33-5085

１/22〜１/27
10：00〜18：00

（〜16：00）
フォト真第16回写真展 写真

河原 善彦
☎63-7107

１/29〜２/３
10：00〜17：00

（〜16：00）
水彩色えんぴつ教室受講生展 水彩色えんぴつ画

佐々木 麻里
☎090-5134-4015

１/29〜２/３
10：00〜17：00

（〜15：00）
神戸学生制作会二月展 絵画・造形

溝尾 奈々
☎070-6681-8105

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
※12/29（土）〜１/４（金）年末年始休館

①常設展示「西宮の歴史と文化」
②月替わり一品展示１月号「銭

ぜに

枡
ます

」

①通年
②１/５〜１/27
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

福田眉仙とその周辺 １/３〜２/11　500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

平常展　
Gift for the Future 関西学院のあゆみ−大学昇格を目
指して 上ケ原移転物語（仮称）−

１/15〜４/６　無料
２/１〜２/７、３/21は閉館

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

①堀内ゑびすコレクション展「引
ひき

札
ふだ

 −商いは神頼み−」
②  企画展「節句の人形　特別出展：御

ご

大
たい

礼
れい

 〜高
たか

御
み

座
くら

と
五
ごせちのまい

節舞 美しき舞姫たち〜」

①12/８/〜１/14
②１/30〜３/10
いずれも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

新春小品展
１/８〜１/13　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

是枝律子 和布、手作り服展
１/24〜１/29　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ギャラリー甲風画苑コレクション
　年末年始アートショウ
②第９回絵画を出品して好きな絵を選ぼう
　「コンテスト」

①12/21〜１/16　10：00〜17：00　木休
②１/25〜１/30　10：00〜18：00（初日は13：00〜）
　（最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

こんよりこ絵本原画展「それでもわたしは。」
１/16〜１/21　11：00〜18：00（最終日16：00）
火休

ギャラリー＆キッチンストラッセ
松生町18−21� ☎72−4413

日下義彦 水彩画サロングループ展
１/17〜１/22　11：00〜17：00

（入館は17：00まで）（最終日16：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

①震災展「震災前の西宮の水彩スケッチと
　震災当時の新聞」
②芝田真督 写真展「神戸立ち呑み巡礼」

①１/11〜１/17　13：00〜17：00
② １/25〜２/３　13：00〜17：00（金曜と土曜は19：

00まで）
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

「滄海一粟」譚玉州絵画芸術展
１/６〜１/８　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休

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）

平成31年１月〜６月の間、天井耐震工事のため休館中です。（会議室および受付業務は通常通り行います）


