
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

７（木） 19：00 西日本フィルハーモニー交響楽団第９回定期演奏会 4,500円 西日本フィルハーモニー交響楽団事務局
☎20-3433

17（日） 14：00 〈第９回プチ・サロン・デュ・カンサイ〉
落語×ピアノ÷フランス×日本＝笑いと音楽の日仏交流 3,000円 一般財団法人カンセイ・ド・アシヤ文化財団

☎0797-38-2785

27（水） 13：00 そよ音楽教室 無料 ─

29（金） 19：00 第５回音楽のひろば〜兵庫県政150周年記念事業〜 500円 関西芸術文化支援の森ゆずりは
☎070-5652-8878（小池）

31（日） 14：00 邦楽アンサンブル邦希星 いちばん☆コンサートvol.２ 1,500円 高橋 萌山
☎090-2118-4811

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

２（土） 14：00 なるお寄席 完売
※当日券ナシ

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

３（日） 13：00 なないろの音楽だより ビッグバンド・ジャズ 500円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3113

21（木・祝） 14：00 西宮少年合唱団 第57回定期演奏会 無料（要整理券） （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

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

28（木） 18：00 第44回定期演奏会 無料 西宮市立西宮高等学校吹奏楽部
☎74-6711

31（日） 14：00 西宮市吹奏楽団 宮っ子ファミリーコンサート 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

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（日） 14：00 演奏グループ赤とんぼ 第194回コンサート 1,500円 演奏グループ赤とんぼ
☎080-6219-5242（弓庭）

６（水） 13：30 観る、聴く、学ぶ 「サロンDE雅楽」其の８ 3,000円 TSUBAICHI　岡本 美千代
☎090-1912-7425（岡本）

８（金） 18：00 Ciprian & Friends Vol.７ 3,000円 チプリアン・マソネスク
☎090-6663-4248

９（土） 15：00 山本ピアノ塾 発表会 無料 山本ピアノ塾
☎0797-85-0708（山本）

10（日） 13：00 西宮ギター教室 発表会 無料 西宮ギター教室
☎68-5600（玉川）

14（木） 18：30 甲子園大学吹奏楽部 第２回定期演奏会 無料 甲子園大学吹奏楽部
☎090-9477-0995（岡邑）

16（土） 13：00 ひまわり音楽教室 ピアノ発表会 無料 ひまわり音楽教室
☎070-1778-1128（箱田）

21（木・祝） 13：30
（予定） グーターコンパス音楽教室・衛藤ピアノ教室 ピアノ発表会 無料 ─

23（土） 14：00 第５回 Spring Concert 無料 兵庫県立芦屋国際中等教育学校コーラス部
☎0797-38-2293（新海）

24（日） 14：00 第40回 定期演奏会 無料 西宮ジュニアオーケストラ
☎090-9877-3370（笠原）

29（金） 14：00 歌で楽しむコンサート part２ 2,000円 Shinさんのコーラスクラス（Soundpie）
☎090-4649-5825（松田）

31（日） 14：00 アンサンブルくれよん３周年記念コンサート
『親子で楽しむバレエ音楽「眠れる森の美女」』 500円 アンサンブルくれよん

☎080-4027-5929（樋口）

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

３/16 10：00〜17：00 甲東ハンドメイドパーティ　vol.２ 無料　※ワークショップの参加
及び作品販売は実費（500円〜）

西宮市甲東ホール
☎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

２/26〜３/３ 10：00〜17：00
（〜17：00）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

☎090-8166-7144

３/５〜３/10 10：00〜17：30
（〜15：00）第41回國際書画関西展 書・水墨画 國際書画連盟

☎03-6459-0612

３/５〜３/10 10：00〜17：00
（〜15：00）趣味の作品展・写真展 絵・書・手工芸・陶器・

写真など
浜脇・香櫨園交流ひろばの会
☎26-3965

３/５〜３/10 10：00〜17：00
（〜14：00）武庫川女子大学美術部 春展 絵画 武庫川女子大学美術部

☎45-3526

３/12〜３/17 10：00〜18：00
（〜17：00）遊美塾写真展 写真 西本 和民

☎090-3218-9881

３/19〜３/24 10：00〜17：00
（〜15：00）第34回ユネスコ世界児童画展 児童画 西宮ユネスコ協会

☎35-3892

３/26〜３/31 10：00〜17：00
（〜16：00）ぐるーぷVIVO洋画展 洋画 ぐるーぷVIVO

☎52-3498

３/26〜３/31 10：00〜17：00
（〜16：00）西山哲彦「ねこを描く」第５回絵画展 絵画 西山 哲彦

☎34-2537

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
２/27（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

６（水） 13：30 第２回山口ふくしフォーラム 無料 西宮市山口地区社会福祉協議会
☎61-1361

10（日） 13：00 卒団式 無料 北六FCサッカー（松永）
☎070-2678-2359

16（土） 15：30 音楽祭＆ビンゴ大会 無料
（要整理券 先着100名）

西宮市山口ホール指定管理者日本管財（株）
☎078-904-2760

23（土） 13：30 青少年健全育成大会 無料 青少年健全育成大会実行委員会（本田）
☎090-3495-0266

30（土） 10：30 卒業記念公演 無料 山口子ども太鼓クラブ“祭”（横山）
☎090-9257-4338

31（日） 14：00 ピアノ発表会 関係者 ミュージックリーフ ピアノ教室
☎090-2048-5350

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

３/５ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

３/６・13・
20・27 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
３/12・19・

26 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

１（金） 19：00 《宮人MIYABITO》RED TANGO
タンゴ・コケータ コンサート with ロベルト・デ・ロサーノ＆Mako 2,000円 西宮市フレンテホール

☎32-8660

３（日） 14：00 西宮市消防音楽隊「火の用心コンサート」 無料 西宮市消防局
☎32-7309

８（金） 18：45 訪問介護ステーションたべる「講演会」 1,000円 訪問看護ステーションたべる
☎36-6062

11（月） 19：00 西宮音楽協会による第17回東日本大震災復興支援
チャリティーコンサート 1,000円 西宮市フレンテホール

☎32-8660

16（土）
①10：30
②13：30
③16：30

フレンテ映画サロン「８年越しの花嫁」 500円
※当日のみ販売

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

３/７〜３/９ 10：00〜18：00
（〜16：00）第23回西宮国際交流デー 国際交流ボランティア活動紹介

最終日はバザー、カフェ、展示など
（公財）西宮市国際交流協会
☎32-8680

３/13〜３/18 10：30〜16：30
（〜16：00）写壇「ムント」写真展 写真展 西宮市歯科医師会写真クラブ

☎73-6590（川口）

３/20〜３/25
（初日15：00〜）

10：00〜19：00
（〜15：00）

第６回 羊毛フェルト教室pako作品展 羊毛フェルト作品の展示・
販売・ワークショップ

羊毛フェルト教室pako
☎080-3112-9596（西峯）

３/28〜３/31 10：00〜20：00
（〜17：00）

花と小鳥の歌紙芝居劇
ことりのえほん展 絵本原画作品展 西宮市フレンテホール

☎32-8660

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３月号「イカつり針」

①通年
②２/26〜３/24
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

新収蔵品展 ２/23〜３/24　200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

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
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− １/15〜３/30　無料

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、最終日は16:30まで）月休

春季展「富岡鉄斎展」 ３/23〜５/６　200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

① 企画展「節句の人形　特別出展：御
ご
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 美しき舞姫たち〜」
②2019年春季特別展 笹部さくらコレクション「さくら百

ひゃく

色
いろ

」

①１/30〜３/10　400円
②３/23〜５/27　500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

羽田英彦展 ３/12〜３/17　
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大地の絨毯「ギャッベ展」
②紅梅町版画工房より「銅版画グループ展」
③関西学院大学絵画部「弦月会 新２、３年生展」

①２/28〜３/３
②３/21〜３/26
③３/28〜４/２
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 こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

永田博子 水彩画作品展
３/13〜３/18　
11：00〜18：00（最終日16：00）
火休

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

第14回さくら展　後援：西宮市他 ３/30〜４/７　
11：00〜17：00（最終日16：00）月休

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　会期中無休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

グループ折り姫Ⅲ（おりひめさん）展
「折り紙ガーデン」

３/29〜３/31　
11：00〜18：00（初日は13：00〜）（最終日17：00）
無料　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」王慶利絵画芸術展 ３/28〜３/30　
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

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

３/５〜３/10 10：30〜17：30
（〜16：00）雑派展 絵画 木下 敏彦

☎090-3827-3864

３/５〜３/10 10：00〜17：00
（〜15：00）第13回西宮市友会「趣味の作品展」 書・絵画・写真・陶芸・

手工芸品等
米田 美恵子
☎090-6900-8046

３/12〜３/17 10：00〜17：00
（〜16：00）第22回西宮市水墨・墨彩画協会展 掛軸・額装等 武井 香璋

☎73-3069

３/12〜３/17 11：00〜18：00
（〜16：00）第18回睦美展 油彩・水彩・パステル・

デッサンetc
田中 嘉一
☎090-3353-8662

３/12〜３/17 10：00〜17：00
（〜16：00）SK洋画展 水彩・油彩 廣田 昭夫

☎090-6823-2110

３/23〜３/31
※25（月）開館

10：00〜18：00
（〜17：00）

第13回大人の塗り絵コンテスト展覧会
関西展 大人の塗り絵 西宮市立北口ギャラリー

☎69-3160

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）

4 月


