
7
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 入場料金等 お問合せ先

13（土） 11：00 リーベ音楽教室サマーコンサート 無料
リーベ音楽教室
☎22-5768

14（日） 15：30 岸田麻衣子バレエスクール ミニコンサート 無料
岸田麻衣子バレエスクール
☎71-8255

15（月・祝） 13：00 第49回兵庫県高等学校邦楽連盟 阪神支部演奏会 無料
兵庫県立鳴尾高等学校（星野）
☎47-1324

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

６/29〜７/７
（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

７/16〜７/28
10：00〜18：00

（〜16：00）
第３回OUTOTSU版展

銅版画、木版画、石版画、
シルクスクリーン

アトリエ凹凸
☎23-2629

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 入場料金等 お問合せ先

５（金） 10：00 ダイヤモンド婚・金婚を祝う会 関係者
山口町老人クラブ連合会（菱矢）
☎078-904-0079

７（日） 13：30 ソプラノ 中野陽登美 公開レッスン＆発表会 500円
エコソーレ
☎078-903-1005

13（土） 14：00 ゑびす寄席 1,200円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

15（月・祝） 15：00 公開演奏会 無料
西宮市山口ホール指定管理者 日本管財（株）
☎078-904-2760

21（日） 13：00 ピアノ発表会 関係者
前橋音楽教室
☎26-3867

23（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

28（日） 10：00 やまぐちハンドメイドマルシェ
無料

（ワークショップ参加、
商品購入は有料）

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

７/２ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ
アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

７/３・10・
17・31

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

７/９・23・
30

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

７/23 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

７/28 10：00〜16：00 花の写真展 写真展示
フォト01（玉利）
☎078-904-2210

※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 入場料金等 お問合せ先

６（土） 11：00 私立中学・高等学校 進学サポートフェア 入場無料
（株）大阪朝日広告社
☎06-6205-8081

７（日） 15：00 縁あって 乙女文楽 𠮷田光華の世界 3,000円
西宮市フレンテホール
☎32-8660

13（土） 14：00 HOW TO MUSICAL ─ミュージカルができるまで─ 3,500円
スイング西宮
☎34-8471（加藤）

15（月・祝） 12：30
社交ダンスサークル テディ主催
サマーダンスパーティ

500円
社交ダンスサークル テディ
☎35-5485

20（土）
①10：30
②13：30
③16：30

フレンテ映画サロン「生きる街」
500円
＊当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

27（土） 14：00
西宮〜チャレンジユアセルフ〜
大前光市 トーク＆ダンスパフォーマンス
〜誰にでも輝ける場所がある〜

2,000円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

28（日） 13：00 白井音楽教室 ピアノ発表会 無料
白井音楽教室
☎090-7351-5845（白井）

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

７/３〜７/８
（初日11：00〜）

10：00〜20：00
（〜19：00）

「𠮷田光華の世界」写真展
乙女文楽・𠮷田光華の20周
年を記念した舞台写真展

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

第35回特別展示「すなどりの具─西宮の漁具─」
７/20〜９/１　無料
※７/８〜７/19は展示替えのため休館

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 ５/25〜７/28　800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、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

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─

６/24〜９/14　無料
８/10〜21休館

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「寒色の絵、暖色の絵」
７/11〜９/23　
※７/18は臨時休館　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

夏季教室展「縄文人の技術と心」
６/８〜９/１　
一般200円、敬老・大学生100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［記念館］夏季館蔵品展「絵の中の生きものたち」
　　　　　　酒資料室「酒蔵館築150周年記念 明治の酒蔵」
②［酒蔵館］写真展「皇室と酒蔵」

①７/10〜８/26　400円　
②６/５〜７/８、８/28〜９/９　300円（酒蔵館のみ）
　７/10〜８/26　400円、９/11〜11/25　500円
※記念館・酒蔵館は共通券

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

４/２〜７/31　900円

市内ギャラリー
施　設　名 展　覧　会　名 期間・休館日等

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

①是枝律子 手づくり服展
②森木慧里加 展

①７/８〜13　11：00〜18：00（最終日17：00）
②７/25〜30　11：00〜18：00（最終日16：00）
いずれも会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

サマーアート・コレクション
７/５〜８/10　10：00〜17：00　木休

（初日13：00〜）

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

絵
え

団
うち

扇
わ

展
てん

（紅石会） ７/16〜23　11：00〜17：00　月休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①Croce-del-Mare 
　ジェムストーン＆アクセサリー展
②高橋真琴 個展「花のフェスティバル」

①７/５〜７　11：00〜17：00（最終日16：00）
②７/10〜21　11：00〜18：00（最終日17：00）
いずれも会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

飯塚敏員 作品展　かな書の入り口
─読まないという視点─

７/13〜15　11：00〜18：00（最終日17：00）

G A L L E R Y 雛
羽衣町5−28

西宮美術協会 2019年 新作０号展
７/12〜17　10：00〜18：00（最終日17：00）
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

７/２〜７/７
10：00〜17：00

（〜16：00）
玄窯社陶芸展 陶芸作品

平田 武夫
☎080-3135-3473 

７/２〜７/７
10：00〜17：00

（〜16：00）
井出トキエ水彩画展 水彩画

井出 トキエ
☎65-6305

７/９〜７/14
10：00〜18：00

（〜17：00）
一陽会関西作家展 油彩・水彩

大東 明宏
☎090-9096-6484

７/16〜７/21
11：00〜18：00

（〜16：00）
第18回関西パステル画会連合展 パステル画

天羽 均
☎090-1150-5174

７/23〜７/28
10：00〜18：00

（〜17：00）
富嶽書道展 書道作品

澤岻 游龍
☎080-3812-5429

７/30〜８/４
10：00〜18：00

（〜17：00）
第17回サロン・セタンドール展 油絵・水彩画等

新宮 米三
☎090-5666-5182

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 入場料金等 お問合せ先

４（木） 14：00
らくげき倶楽部第６回公演
音楽劇「パラレルワールド〜もう一つの世界〜」

2,000円
らくげき倶楽部事務局
☎65-9770

26（金） 19：00 癒しの風コンサート 無料
黒田 恭子（コールフリージア）
☎52-2403

27（土） 16：00 いずみ会 ピアノ発表会 無料 プレラホール
☎64-9485

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 入場料金等 お問合せ先

７（日） 14：00 混声合唱フロイデ21 サマー・コンサート 1,000円
混声合唱フロイデ21
☎090-9885-2135（中西）

20（土） 14：00
第195回 赤とんぼコンサート

「あなたのお名前なんですか？」
1,500円

赤とんぼ事務局
☎080-6219-5242

28（日） 13：00 バイオリン・ピアノ発表会 無料
さかいバイオリン教室
☎090-3941-9199（さかい）

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

７/９ 10：15〜11：30 友愛セール　手作りマルシェ
手作りスモッグエプロン・パ
ジャマ・鍋帽子・ケーキ・
クッキー・国産の食品を販売

☎090-8989-2774（藤原）

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 入場料金等 お問合せ先

１（月）
①10：30
②13：30

西宮市生涯学習大学「宮水学園」開講式 関係者
西宮市生涯学習推進課
☎35-5165

３（水）
４（木）
５（金）

９：40 第64回西宮市立小学校合同音楽会 無料
西宮市教育委員会学校教育課
☎35-3888

13（土）
①13：30
②18：00

ふれあいコンサートinアミティ2019「アンコール」
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

14（日） 11：00 第59回西宮市民コーラス大会 無料
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

21（日） ９：30 西宮市吹奏楽連盟2019第92回定期演奏会
500円
※当日販売

西宮市吹奏楽連盟
☎070-5432-2854

25（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

26（金）
27（土）
28（日）

９：30 第66回兵庫県吹奏楽コンクール第42回西阪神地区大会 1,000円
西阪神吹奏楽連盟

（同連盟ホームページをご覧ください）

　西宮市民会館アミティホールでイベント実施を検討中の方...
イベント実施経験が少なくアミティホールをまだ使ったことが
ない方...そんな方々に安心してご使用いただけるよう「舞台づ
くり相談窓口」を設置します。舞台･音響･照明設備に関する技
術的なことを中心に、会館スタッフが無料でご相談に応じます。

【対象】　アミティホールを使用予定の方。または、使用を
　　　検討中の方。

【日程】  「舞台づくり相談窓口」開設日は毎月２回。3月
　　　までの日程は以下の通りです。
　　　　７／14(日)18:00～21:30、22(月)18:00～21:30 
　　　　８／12(振休)10:00～12:00、22(木)18:00～21:30 
　　　　９／　2(月)18:00～21:30、20(金)18:00～21:30
※ 以降の日程は、本紙面や財団のホームページ等で随時お知らせします。

【時間】１団体･個人につき１時間程度。
【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。

【主催】(公財)西宮市文化振興財団
【ご予約･お問合せ】

　　　(公財)西宮市文化振興財団 総務課
　　　　℡.0798-33-3113(月 ～ 金 9:00～17:30)
　　　  ℡.0798-33-3111(土･日･祝 9:00～17:30)
　　　　FAX.0798-33-3455

西宮市民会館アミティホール

舞台づくり相談窓口


