
6
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（土） 14：00 西宮少年合唱団 入団式 関係者
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

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

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

６/７〜６/９
10：00〜17：00

（〜15：00）
武庫川女子大学書道部 単獨展 書道

武庫川女子大学書道部
☎45-9723

６/29〜７/７
（初日12：00〜）

10：00〜17：00
（〜12：00）

第69回西宮市展
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（日） 未定 ピアノ発表会 関係者
ぴあのおと
☎090-6970-6161

９（日） 13：30 山口センター10周年記念事業 無料（要整理券）
西宮市山口ホール指定管理者　日本管財㈱
☎078-904-2760

16（日） 13：00 サマー社交ダンスパーティー 関係者
アイリス社交ダンス同好会（中釜）
☎090-1027-4372

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

22（土）
①17：00
②18：00

ピアノ発表会（大人の発表）
無料

みつばち会ピアノ教室
☎078-997-6418

23（日） 14：00 ピアノ発表会（子どもの発表）

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

６/４ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ
アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

６/５・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（藤下）
☎090-8888-2013

６/11 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

６/11・18・
25

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

６/29・30 11：00〜19：00
演奏会用ドレス・子どもドレス・ドッグウェア販売
色彩心理カウンセリングコーナー

展示即売会
ひなぴあ
☎080-2544-2588

※入場料等が必要な催しについては、当日一般料金のみを掲載しています。　※電話番号の市外局番0798は省略しています。　※各催しの詳細につきましては、それぞれのお問合せ先へご確認ください。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） 13：00 ピアノとエレクトーンの発表会 無料 ─

４（火） 13：30 令和元年度 善意の日のつどい 無料
西宮市社会福祉協議会
☎34-3363

８（土）
①11：00
②14：00

ベビクラ！
（ベビーカーで行くクラシックコンサート2019初夏）

2,000円
西宮市フレンテホール
☎32-8660

９（日） 14：00
西宮きらきら母交響楽団
おえかきコンサートvol.1
ピーターと狼をきいて 紙芝居をつくろう！

1,000円
西宮市フレンテホール
☎32-8660

15（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン「あん」
500円
＊当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

16（日） 13：00 第13回二胡愛好会 発表会 無料
二胡愛好会（村田）
☎090-9289-7896

22（土） 14：00
ムーンライトスウィングオーケストラ
〜不滅のグレンミラーサウンド〜

3,000円
西宮市フレンテホール
☎32-8660

23（日） 13：00 エコール・水方 日本きもの学院 着技発表会 無料
エコール・水方 日本きもの学院
☎40-6064

28（金） ①19：00
劇団ふぉるむ2019夏公演「結婚」 3,500円

劇団ふぉるむ
☎33-9070

29（土）
②13：00
③17：00

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

６/５〜６/10
10：00〜18：00

（〜17：00）
ぐるっぺあし写真展 写真作品展

ぐるっぺあし（中西）
☎23-1235

６/12〜６/24
＊火曜を除く

（初日15：00〜）
10：00〜20：00

（〜13：00）

第８回こころのアート展
ギャラリーフレンテ巡回展

芸術作品展
（公財）こうべ市民福祉振興協会
☎078-743-8092

６/27〜７/１
11：00〜17：00

（〜16：00）
手作り作品展示販売

手作りポシェット・パッチワー
ク・革製品の小物・ドライフラ
ワー等の手芸品・展示販売

和本
☎67-1727

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特集展示「山口の天然記念物とモリアオガエル」

①通年
②４月23日〜７月７日
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

山沢栄子 私の現代 ５月25日〜７月28日　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

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

①企画展　アンデスの布−糸があやなすチャンカイ・レース−
②平常展　 Gift for the Future　関西学院のあゆみ 

−写真と絵でふりかえる時計台−

①４月15日〜６月15日
②６月24日〜９月14日
いずれも無料

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
※記念館は館内整理のため休館

［酒蔵館］平常展「明治の酒蔵と酒造道具」 ５月29日〜７月８日　300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

前期企画展　
オルゴールの中の「ウィンナ・ワルツ」の世界
解説及び案内時間①10：30②13：00③15：00

４月２日〜７月31日　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

狼涙忌展
６/11〜16　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「KOSHIEN MAKERS MARKET」（手作り作品展）
②アトリエタータン教室展
③変るもの変らないもの1969〜2019−越田美智子−
④Ito hiroyuki exhibition（伊藤弘之 展）

①５/30〜６/４
②６/９〜11
③６/13〜18
④６/20〜30
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休、④のみ水休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

大竹孝子 個展
６/14〜19　10：00〜18：00（初日13：00〜）

（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

犬＆猫 展
６/５〜10　11：00〜18：00（最終日16：00）
会期中無休

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000
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①６/４〜９　11：00〜18：00
②６/25〜30　11：00〜17：00
いずれも最終日16：00　月休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

ジャワ更紗展
６/21〜28　11：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

諏訪温子 日本画展
６/25〜30　11：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

G A L L E R Y 雛
羽衣町5−28� ☎70−7257

①水墨画９人展
②絵に想を馳せて〜喜寿を迎え〜大山紀美子

①５/31〜６/５　11：00〜17：00
②６/21〜26　11：00〜18：00
いずれも最終日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

①Annette Derieppe 個展 “Seascapes” 
　（フランスより来日）
②ART SPACE AZITO８周年記念展示
　出張AZITO.Vol.３

①５/25〜６/２　10：00〜18：00（入館17：30まで）（最終日17：30）
②６/13〜22　10：00〜18：00（入館17：30まで）（最終日17：00）
いずれも会期中無休

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

「日中藝苑版画軒」版画展
６/４〜５　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

５/28〜６/２
10：00〜18：00

（〜16：00）
club SEI-G第１回モノクロゼミ展 モノクロ

丹治 進
☎090-4144-6368

５/28〜６/２
10：00〜17：00

（〜16：00）
永田教室合同写真展第５回 写真

永田 収
☎070-6686-5117

５/28〜６/２
10：00〜18：00

（〜16：00）
第８回絵好楽（えこーらく）作品展 油絵・水彩・素描

尾本 憲司
☎71-9772

６/４〜６/９
10：00〜18：00

（〜17：00）
第９回HSS（阪神写真集団）二坪写真展 写真「風景・造形・人物」

岡田 良信
☎090-6375-6334

６/４〜６/９
10：00〜18：00

（〜16：00）
第16回写真のOB関関展 写真

溝淵 初男
☎06-6853-1210

６/４〜６/９
10：00〜17：00

（〜16：00）
第25回グループまんで展 水彩画

中嶋 良介
☎65-4860

６/11〜６/16
10：00〜18：00

（〜17：00）
第８回KGR鉄路写真展関西学院大学鉄道研
究会OB会

鉄道写真
中村 紳一
☎67-4846

６/11〜６/16
10：00〜17：00

（〜16：30）
フォトさんさん写真展

写真（街中スナップ・ネー
チャーフォト）

谷本 哲哉
☎0797-31-3850

６/12〜６/16
10：00〜17：00

（〜16：00）
こなから会 陶磁器

中尾 統一
☎090-8981-9385

６/18〜６/23
10：00〜18：00

（〜17：00）
汪洋 洋画教室展 油絵・水彩

汪 洋
☎090-8160-8873

６/25〜６/30
11：00〜19：00

（〜17：00）
第９回アトリエ凹凸版画教室作品展 銅版画・木版画

神野 立生
☎23-2629

６/25〜６/30
10：00〜17：00

（〜16：00）
第34回三軌会写真部兵庫支部展 写真

田中 泰平
☎0797-71-8980

【申込み】「舞台づくり相談窓口」のご利用には申込み
が必要です。市民会館２Ｆ事務室へ来館、お電話、ＦＡＸ、
或いは財団ホームページ “お問い合わせフォーム” からお
申込みください。相談内容等の確認をさせて頂いたうえ
日時の調整をいたします。なお、希望の日時に応じかね
る場合もありますのでご了承ください。締切は各開設日の
一週間前まで。

6／ 13（木）18：00～21：30、23（日）13：00～16：30

7月

6月の

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

30（日） 13：00 第18回西宮太鼓フェスティバル
指定席2,300円
自由席1,800円

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

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） 13：30 Menotti Concert＆歌劇『泥棒とオールドミス』 4,000円
オペラアンダンテ（中野）
☎080-4985-8229

22（土） 14：00
コープこうべカルチャー発表会ボンジュール・ラ・
シャンソン

無料
山本 瑞子
☎0797-31-8321

30（日） 14：00 コジ・ファン・トゥッテ 2,000円 大久保病院（山村）
☎078-935-2563

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

１（土） 17：00 第22回ゾンアーベントアンサンブル演奏会 500円
ゾンアーベントアンサンブル
☎43-0938（村岡）

２（日） 14：00
マンドリン・ギターアンサンブル
ミア・ルーチェ20周年記念コンサート

無料
ミア・ルーチェ
☎0797-71-7947

８（土） 14：00
コンフィチュール＆アンサンブル・アマービレJointConcert

（弦楽アンサンブルと女声コーラスグループのコラボ）
無料

コンフィチュール
☎090-6546-2342（伊藤）

19（水） 19：00 増井一友ギターコンサートVol.27 1,000円
夙川ギター倶楽部
☎050-3497-0294（増井）

26（水） 19：00 Kling-Klang Vocal Concert 2,000円 ☎06-6427-6840（佐々木）

30（日） 13：30 高須ジャズオーケストラ第７回定期演奏会 無料
高須ジャズオーケストラ
☎48-2850（細田）

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

６/７〜６/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）押し花展示会 押し花を額にした作品の展示 ─


