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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

１（日） 13：00 カラオケ発表会 入場無料 寿美れ会（鍛冶）
☎078-904-1144

８（日） 14：00 さくらやまなみ楽団 デビュー演奏会♪ 入場無料 西宮市山口ホール
☎078-904-2760

10（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

13（金）、14（土）
18（水）、19（木）
20（金）、21（土）

14：30 大迷路ヤマセンブラザーズ 入場無料 西宮市山口ホール
☎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

９/３ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

９/４・11・
18・25 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

９/６・７ 10：00〜16：00 プレミアム エコフェスタ2019 展示会 伊丹産業（株）
☎078-986-6735

９/10 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

９/10 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

※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

13（金） ①14：00
②18：00

音楽舎ラボプレゼンツ 第５回フレンテコンサート 
BEAUTIFUL HARMONY〜ReiwaⅠ〜新たな出逢いを 5,000円 音楽舎ラボ 村上

☎080-3821-8455

14（土）
①10：30
②13：30
③16：20

フレンテ映画サロン「万引き家族」 500円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

21（土） ①11：00
②14：00 ハッピースマイルコンサート‼ 1,500円 西宮市フレンテホール

☎32-8660

22（日）
①10：15
②13：00
③15：20

高齢者・低体力者のための運動指導者フォーラム
（元気kai! 2019 in 兵庫）

1クラス（120分）
4,700円
※要事前申込

NPO法人１億人元気運動会
☎36-3729

28（土） 14：00 第19回西宮市医師会 市民フォーラム
「在宅医療・緩和医療」ってなぁに？

当日先着順
事前申込不要

西宮市医師会
☎26-0662

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
９/２〜６休館

常設展示「西宮の歴史と文化」 通年　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

2019イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 ８/17〜９/23　800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

開館５周年記念特別展示「奥深く秘めた八面猿ストーリー」として
日光東照宮で有名な「三猿」を含めた八面の猿の彫刻を一同に展示
第十代仏師長谷川喜十郎作（実寸大模型）

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）日祝休
９/15〜９/27休館

①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─
②企画展　関西学院130年のあゆみ（仮題）

①６/24〜９/14
②９/28〜12/14
いずれも無料　

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
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」 ６/８〜９/１　200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
10/16㈬展示替えのため記念館閉館、10/22（火・祝）開館、23㈬休館

①［記念館］秋季特別展「名場面」
　　　　　　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」

①９/11〜11/25　500円
　※記念館・酒蔵館は共通券
②６/５〜11/25（ ８/28〜９/９　300円（酒蔵館のみ））９/11〜11/25　500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「オルゴールと自動演奏楽器の競演」 ９/１〜12/25　900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

竹澤順子・鄭龍起 展 ９/10〜15　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宮本承司 木版画展
②★絵本と鳥「東郷なりさ作品展」
③★G.araiの絵本原画展「物語のかけら」
④session〜イソップ寓話によせて〜
　高橋礼子・近松素子２人展

①９/３〜８
②９/12〜17
③９/19〜24
④９/26〜10/１
いずれも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

★井上陽介ストリートギャラリー展 ９/１〜11　10：00〜18：00　木休

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

①★工藤あゆみ個展〜０人目の恋人〜
②紙芝居「ママのため息」の上演・お話し会
　「はかれないものをはかる」
③ねこになりたい 山口哲司絵本原画展

①９/３〜８
②９/７・８
③９/17〜22
①③11：00〜18：00（最終日17：00）　②14：00

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

①日本画 遠藤隆稔 傘寿記念展
②★chitosechitose個展「そこここ」

①９/10〜15
②９/17〜22
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）会期中無休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

①水野文恵・柏村文路 日本画展
②★まえだよしゆき個展「こんにちは、ハコーシュカ」
③稲田千加コレクション展「昭和ホーロー看板の旅」

①８/30〜９/４　11：00〜18：00（最終日15：00）無休
②９/17〜23　13：00〜18：00　無休
③９/27〜10/19　13：00〜18：00　日曜と10/９休

サコダアートギャラリー
田代町19−12� ☎66−0667

★間中ムーチョ展「にんげんさまへ」 ９/18〜27　10：00〜18：00
（最終日15：00）　９/22休

★は2019イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選作家 企画展（西宮ギャラリー連絡会主催「にしのみやぎゃらりーさんぽ」）

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

１（日） ９：50 第65回夏季講座「東洋絵画研究のいまとこれから」 無料 黒川古文化研究所
☎71-1205

８（日） 13：00 バイオリン発表会 無料 ─

16（月・祝） ①11：00
②14：00 大人のためのプレミアムコンサート 音楽の散歩道 1,800円 新響楽器ミュージックサロン西宮北口

☎64-0655（日・祝日休業）

20（金） 10：00 家庭教育講演会
「子どもとともに幸せな家庭を築くために」 無料 西宮市教育委員会社会教育課

☎35-3868

21（土） 12：30 都山流尺八楽演奏会 無料 新都山流阪神幹部会
☎078-219-3288

28（土） 10：00 第33回関西ろうさい病院市民公開講座
「がんゲノム医療の幕開け」 無料 関西ろうさい病院 市民公開講座係

☎06-6416-1221

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（日） 14：00 第７回Ailes Ballet School発表会 無料 國丸 亜記
☎080-4019-0320

６（金） 18：30 第52回大学バトン・チア フェスティバル 500円 関西バトン・チア連盟
☎090-8014-6798

７（土） 14：30 第９回大学OBビッグバンドジャズ祭り in 西宮 1,500円 関西ジャズ協会
☎06-6442-0370

８（日） 14：00 第18回フォートワース・ジャンボリー 4,000円 フォートワース・ジャンボリー実行委員会
☎39-1923

13（金） 19：00 よしもとお笑いライブ in 西宮2019 5,000円 （株）よしもとクリエイティブエージェンシー
☎0570-550-100

15（日） 16：30 アンドゥトロワ＆タップジーン
第16回発表会「コンサート ブリガドーン」他 無料 アンドゥトロワ

☎26-6337

22（日） 14：00 第64回西宮混声合唱団定期演奏会 1,000円 ☎0797-32-5396（松本）

23（月・祝） 14：00 西宮フィルハーモニーバンド 第19回定期演奏会 無料 ☎090-8468-9801（中村）

26（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

ギャラリーアミティ 西宮市民会館
火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先
９/23・25・26
（火曜休館）

（初日12：00〜）
９：00〜17：00 宮水学園パステル画愛好会展 パステル画展示 大塚

☎090-1731-6344

　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

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

９/３〜９/８ 10：00〜18：00
（〜16：00）奔放 道草の油絵展 絵画（個展） 新川医院

☎40-0251

９/３〜９/８ 10：00〜17：00
（〜14：00）武庫川女子大学美術部「夏展」 絵画・立体作品など 武庫川女子大学美術部

☎45-3526

９/10〜９/15 10：00〜17：00
（〜15：00）美帆秀映塾 水墨画・墨彩画展 水墨画・墨彩画 毬那會

☎090-5898-1080

９/10〜９/15 10：00〜17：00
（〜16：00）フォトランダム、フォトくすのき合同写真展 写真 フォトランダム

☎73-5574

９/17〜９/29 10：00〜17：00 第63回西宮美術協会展 油彩、水彩、アクリル、 
パステル、版画、立体

西宮美術協会
☎090-4565-6871

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

８/27〜９/１ 10：00〜18：00
（〜16：00）関西学院大学文化総部書道部学外展 書道作品 荒木 美咲桃

☎080-8394-3917

８/27〜９/１ 10：00〜17：00 第11回キルトアイランドパッチワークキルト展 タペストリー・ミニタペス
トリー・バッグなど

家元 純子
☎078-904-1745

９/３〜９/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）西宮現代美術研究会 洋画・日本画を含む造形平

面作品
伊藤 弘之
☎26-4040

９/３〜９/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）画楽彩水彩画展 水彩画 杉本 富雄

☎64-0168

９/３〜９/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）宮水写真クラブ展 写真 田中 富士夫

☎47-3692

９/10〜９/15 10：00〜18：00
（〜15：00）養愚会書作展 書道 秋山 洋子

☎0748-37-8986

９/10〜９/15 10：00〜17：00 こんなことしています友・悠・遊展 絵画・彫刻・手芸等 佐藤 尹亮
☎53-8259

９/10〜９/15 10：00〜18：00
（〜17：00）水彩ぐるーぷ蒼西宮第５回水彩画展 透明水彩画 菅生 正

☎0797-71-5963

９/17〜９/22 10：00〜18：00
（〜16：00）2019西宮日本画協会秋の新作展 現代日本画・水墨画 遠藤 隆稔

☎63-7028

９/24〜９/29 10：00〜18：00
（〜16：00）合同写真展（よもぎ・阪神） 写真 満武 弘子

☎73-5081

９/24〜９/29 10：00〜18：00
（〜16：00）アートコロ展 洋画 森本 正義

☎090-6822-7823

９/24〜９/29 10：00〜18：30
（〜17：00）

日本リアリズム写真集団阪神支部
第15回写真展 写真 松村 佳人

☎078-731-8407

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（土） 14：00 大橋久美子 筝・17絃コンサート 2,500円 大橋 久美子
☎090-6966-6785

８（日） 14：00 サマーコンサート〜パリで出会った仲間と共に〜 2,500円 ☎080-5512-4399（安積）

15（日） 14：00 さくらムジカオーケストラ 第３回ファミリーコンサート 無料 さくらムジカオーケストラ
☎090-6646-2389（佐藤）

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

８/28〜９/１ 10：00〜18：00
（〜16：00）が・らんふParty展リターンズ 「アトリエが・らんふ」生徒たちの

作品が再びあつまります。
アトリエが・らんふ
☎080-5632-8946（川原）

９/18〜９/22 10：00〜17：00
（〜16：00）第24回フォトチャンス写真展 会員の写真展 ☎090-9981-7203（鴛海）

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

１（日） 13：00 ステップ バイ ステップコンサート 無料 廣畑 由美子
☎41-7968

５（木） 14：00 木曜講座 第２回
「声楽曲の魅力 全解説＆ミニコンサート」 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

８（日） 14：30 第11回KONDOバレエ勉強会 無料 KONDOバレエ教室
☎47-0616

21（土） 13：30 第11回鳴高音楽祭 無料 兵庫県立鳴尾高等学校
☎47-1324

26（木） 14：00 木曜講座 第３回
「レオナルド・ダ・ヴィンチと二枚の〈岩窟の聖母〉の謎」無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

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


