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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）

2019年２月１日〜28日の間、舞台装置メンテナンスのため休館します。
（会議室・練習室の利用および受付業務は通常通り行います）

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

１（金） 13：00 甲子園地域安全大会 関係者
甲子園地域防犯協会
☎41-2418

２（土） 13：30 第10回鳴高音楽祭 無料
兵庫県立鳴尾高等学校
☎47-1324

３（日） 14：00 2019青春の音楽祭♪ 無料
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3113

16（土） 15：30 第13回Groove Box発表会 無料
Groove Box（尾埜）
☎64-6005

17（日） 14：00 合唱講習会 無料
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

23（土） 14：00 宮っ子おやこコンサート 申込締切済
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

24（日） 12：30 にしのみや なないろの音楽だより 吹奏楽 無料
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3113

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

２（土） 13：30 LaLaCanto発表会 無料
LaLaCanto事務局
☎090-1677-5469（山本）

３（日） 12：30 ウィンターコンサート 無料
ぽこあぽこ音楽教室
☎090-6377-4664（佐伯）

６（水） 19：00 増井一友ギターコンサート Vol.26 1,000円
夙川ギター倶楽部
☎090-3278-5244（増井）

16（土） 14：00
クラシック音楽を楽しもう！　
〜どこかで聴いた名曲集〜

1,000円
西宮市甲東ホール
☎51-5144

22（金） 19：00 トリオ・ウシェルス コンサート2019 3,000円
トリオ・ウシェルスコンサート実行委員会
☎06-6417-2216（西村）

23（土） 13：30 クラシックの森 コンサート 無料
クラシックの森
☎52-3404（内野）

24（日） 13：30
スプリングコンサート
〜春の光に包まれて フルート・ギター・歌・ピアノの調べ〜

1,000円 ☎090-7367-0047（上妻）

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

２/５〜２/10 10：00〜17：00
（〜16：00）第40回西宮市福祉作品展 福祉ポスター・作文・絵画・

書道・手工芸等
西宮市障害福祉課
☎35-3147

２/13〜２/17 10：00〜18：00
（〜14：00）武庫川女子大学建築学科作品展・卒業設計展 図面・模型など 武庫川女子大学建築学科

☎67-4501

２/20〜２/24 10：00〜17：00
（〜16：00）EWC環境パネル展 壁新聞・絵画・工作・

ポスターなど
EWC事務局
☎67-4520

２/26〜３/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）第12回阪神南ふれあい美術展 絵画・写真 阪神南地域ビジョン委員会

☎090-8166-1744

市民ギャラリー使用申込みの受付　2019年度下半期（2019年10月１日〜2020年４月５日）の使用申込みを
以下の通り受付けます。

受付日時:2019年３月１日（金）午前10時より受付、午前10時30分より抽選。（抽選後の空き区分については、随時受付けます。）
受付場所:西宮市教育文化センター内、西宮市立市民ギャラリー２階　集会室
使用期間:2019年10月１日（火）〜2020年４月５日（日）
問合せ先:西宮市立市民ギャラリー事務室　☎:0798−33−1666

※筆記用具をご持参ください。
所在地:西宮市川添町15−26　西宮市教育文化センター内

（中央図書館と併設）☎:0798−33−1666
休館日:毎週月曜日　年末・年始
利用の単位:１週間（火曜日〜日曜日の６日間）

＊搬入は、月曜日（午前10時〜午後５時まで）
＊搬出・片付けは、日曜日（〜午後６時まで）
＊利用時間を超過して使用される場合は、超過使用料を
　いただきます。

利用時間:午前10時〜午後６時
その他:①市外居住者が利用される場合は、５割増となります。

②使用者が入場料などを入場者から徴収するとき、作品の販売をするときは使用料（①の場合は加算後）10割増
③全作品の過半数が40歳未満の作品の場合、使用料の50％が減額されます。（事前リスト提出）
④２週間連続で利用される場合、２週目分の50％が、減額されます。

施設の概要
床面積

㎡
展　示　延　長 m 展　示　面　積 ㎡ 天井高

m
１ 週 間 の
使 用 料壁面 パネル最大 計 壁面 パネル最大 計

２
階

第 １ 展 示 室 258 59 68 127 198 221 419
3.5

78,000円
第 ２ 展 示 室 220 51 58 109 173 187 360 69,000円
計（２階全室） 478 80 156 236 270 509 779 147,000円

３
階

第 ３ 展 示 室 158 47 19 66 159 60 219
3.5

48,000円
第 ４ 展 示 室 161 46 12 58 155 40 195 48,000円
計（３階全室） 319 63 61 124 213 201 414 96,000円

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（水） 18：00 ジャズダンスの練習 関係者
ラブ・ステップ（佐藤）
☎090-3547-4335

17（日） ９：00 きたろく里山音楽祭2019 無料
県民交流広場北六甲台校区協議会（佐藤）
☎090-3273-7489

19（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

23（土） 14：00 ほくぶわいわいイベント ふれあいコンサート 無料
ななくさ新生園（宮垣）
☎078-903-1920

27（水）〜
3/3（日）

９：00 第９回山口フォトコンテスト作品展示 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

２/５ 10：00〜11：30 コーラス コーラス
山口童謡コーラス（丸山）
☎090-6064-9344

２/５ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ
アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

２/６・20 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

２/19・24 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

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

２（土）
①10：30
②13：30

第24回にしのみやアジア映画祭
①焼肉ドラゴン　②バーフバリ 王の凱旋

1,000円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

３（日）
①10：30
②13：30

第24回にしのみやアジア映画祭
①タクシー運転手 約束は海を越えて　②花咲くころ

９（土）
①10：00
②11：50
③13：40
④15：30
⑤17：20

体感型防災アトラクション®「フラッド」
無料
※要事前申込

西宮市フレンテホール
☎32-8660

10（日） 14：00
クラシック音楽謎解きミステリー
音楽探偵バッハの事件録file１
〜「月光ソナタ」に隠された遺産の謎〜

1,500円
西宮市フレンテホール
☎32-8660

12（火）〜
　28（木）

客席ロールバックチェア設備改修工事／舞台吊物機構設備改修工事のためホールは使用できません（練習室は通常通り）

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

２/６〜２/８
（初日11：00〜）
10：00〜16：30

宮水学園　年賀状展 年賀状の展示
西宮市生涯学習推進課
☎35-5166

２/13〜２/18
10：00〜17：00

（〜16：00）
第３回武庫川写真クラブ展 写真展 ☎45-1040（森原）

２/21〜２/25
10：00〜17：00

（〜16：00）
第19回フォト・キンロー写真展 写真展 ☎73-3054（竹下）

２/28〜３/４
10：00〜17：00

（〜16：00）
芦原デイサービスセンター作品展

センターで制作した手作り
作品の展示

芦原デイサービスセンター
☎69-3007

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２月号
　「幻灯機（げんとうき）」

①通年
②１/29〜２/24
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

①福田眉仙とその周辺
②新収蔵品展

①１/３〜２/11　500円
②２/23〜３/24　200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
２/１（金）〜７（木）、11日（祝）、３月21日（祝）は休館

平常展　
Gift for the Future 関西学院のあゆみ−大学昇格を目
指して　上ヶ原移転物語−

１/15〜４/６　無料

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

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〜」

１/30〜３/10　400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

堀尾貞治・松谷武判 二人展
２/19〜２/24　11：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①栗本賀世作品展 −花風光彩−
② 第９回コンテスト −絵画を出品して好きな

絵を選ぼう−

①２/８〜２/13　10：00〜18：00（初日13：00〜）
　（最終日17：00）木休
②２/15〜２/20　10：00〜18：00（初日13：00〜）
　（最終日16：00）木休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

西宮日本画協会展
「兵庫県150年を感じる風景展」

２/26〜３/３　10：00〜18：00（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絵画教室アトリエあい「2019 あい展」
②京焼 赫

かく

三
さぶ

郎
ろう

窯展

①２/９〜２/11　11：00〜18：00（最終日17：00）
②２/22〜２/27　11：00〜17：30（最終日16：00）
①②とも会期中無休

サコダアートギャラリー
田代町19−12� ☎66−0667

YAM 2019 R&P exhibition presents
２/16〜２/23　10：00〜18：00（最終日16：00）
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

「滄海一粟」王君絵画芸術展
２/26〜２/28　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休

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

１/29〜２/３ 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

２/５〜２/10 10：00〜18：00
（〜16：00）第16回クロスロード展 油彩・水彩・アクリル・

版画・パステル・工芸
大森 良剛
☎34-0387

２/12〜２/17 10：00〜17：00
（〜16：00）第５回フォトサロンふれんど写真展 写真（風景・スナップなど） 四反田 純夫

☎090-1446-1782

２/12〜２/17 10：00〜17：00
（〜17：00）西美アカデミー展 油絵・水彩・デッサン等 大西 弘幸

☎090-1024-5107

２/22〜２/24 10：00〜17：00
（〜16：00）第７回中村日本刺繍教室作品展「童夢」 着物・帯・額等 中村 彩園

☎090-5068-2766

２/23〜２/24 10：00〜17：00
（〜16：00）西宮市いけばな展 いけばな 岸上 朝甫

☎67-1366

２/26〜３/３ 10：00〜18：00
（〜16：00）第45回西宮日本画協会展 現代日本画・水墨画 遠藤 隆稔

☎63-7028

２/26〜３/３ 10：00〜18：30
（〜17：00）TCDP写真展 写真 澤田 恒代

☎090-8753-8662

北口ギャラリー使用申込みの受付
2019年度下半期分（2019年10月１日〜2020年４月５日）の使用申込みを以下の通り受付けます。
受付日時:2019年３月１日（金）

展示室…午前10時〜午前10時30分受付、利用者は、抽選により決めます。
創作室…空き区分のみ新規受付を行います。

受付場所:西宮市大学交流センター大講義室（アクタ西宮東館6階）
使用期間:2019年10月１日（火）〜2020年４月５日（日）
問合せ先:北口ギャラリー事務室（アクタ西宮東館６階）☎0798−69−3160

※筆記用具をご持参ください。

利用料金
第１展示室 216㎡

１単位
（6日間）

112,200円
第２展示室 146㎡ 85,800円
第３展示室 114㎡ 68,400円
第１創作室 129㎡ １区分 2,600円
第２創作室 95㎡ １区分 1,900円

※①第1展示室と第2展示室は1つの展示室として使用できます。
※②市外居住者が使用するときは5割増
※③使用者が観覧料・受講料などを入場者から徴収するとき、物品の
　　販売を行うときは使用料（②の場合は加算後）の10割増

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）

2019年１月〜６月の間、天井耐震工事のため休館中です。
（会議室利用および受付業務は通常通り行います）


