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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

４（月・振休） 10：00 第70回西宮市民文化祭（山口公民館文化祭） 無料 山口公民館
☎078-904-0287

15（金） 10：30 音楽講座・ラジオ体操 無料　先着80名
要申込（10/11〜受付）

西宮市山口ホール
☎078-904-2760

17（日） 12：00 西宮山口アルキナーレ2019 無料 西宮山口アルキナーレ事務局
☎090-8168-9361

24（日） 13：30 バンド演奏会 無料 ウィズ遊MOM & POP（電子器楽バンド）
☎078-903-5847

26（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

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

11/１・２・３ ９：00〜17：00
（〜16：00） 水彩画作品展 水彩画 一彩会・西宮北教室（市山）

☎090-6068-4520
11/６・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（藤下）
☎090-8888-2013

11/８ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

11/10 14：30〜15：30 親子で学ぶ“あいうえお”教室 かきかたの体験 Sanpeiかきかた教室
☎090-6677-0489

11/12 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

11/12 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

３（日・祝） 15：00 ANTIBODIES COLLECTIVE「DUGONG_」 2,000円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

10（日） 10：30 第４回たきのえいじ杯 無料 関西創歌会
☎52-1337

17（日） 10：30 第37回歌謡コンサート「岸わたる＆歌仲間」 無料 岸わたるミュージックサークル
☎36-3921

20（水） 14：00 フレンテ寄席「花さくらくご」 無料・要事前申込 西宮都市管理（株）
☎32-8686

23（土・祝） 15：00 ラボ薮パーティー20周年発表会 無料 ラボ国際交流センター
☎70-6579

ギャラリーフレンテ フレンテ西宮4階
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

11/１〜11/４ 10：00〜17：00
（〜15：00）星野富弘 詩画集＆カレンダー展 歴代カレンダー展示

詩画集・カレンダー・絵葉書等販売
星野富弘カレンダー展を実現
する西宮市民の会

11/28〜12/２ 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 ☎67-1727（和本）

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（月・振休） 13：30 音の自画像〜さまざまな音楽家による 無料 新居 靖子
☎080-5709-4992

16（土） ①13：00
②17：30 仮面舞踏会〜マスカレード〜 Ｓ席6,500円

Ａ席5,500円
（株）KENYUクリエイション
☎090-3994-5436 ☎23-8808

17（日） 13：30 第８回 訪問看護師と考える看取りのシンポジウム
〜その人らしい最期を家で迎えるために〜 無料

訪問看護ステーションネットワーク
（訪問看護ステーションそよかぜ内・中嶋）
☎080-6116-7831

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

10/29〜11/３ 10：00〜17：00
（〜15：00）Wool felt of Art in Nishinomiya 羊毛フェルト

ニードルフェルト・ヌーノフェルト作品
（株）双葉化学商会（新鍋・福田）
☎080-3107-6240

11/１〜11/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）第70回西宮市民文化祭 古布と糸の手仕事展 手織り・手紡ぎ・染色作品

古布細工品・和服リフォーム
手織り工房きぼう
☎090-1146-5889

11/５〜11/10 10：00〜17：00
（〜16：00）宮口観 米寿展 絵画　個展 西宮市民ギャラリー

☎33-1666

11/12〜11/17 10：00〜17：00
（〜15：00）星美会 書道作品展 書道作品 星美会

☎090-5131-3026

11/13〜11/17 10：00〜17：00
（〜12：00）令和元年度 勤労者美術展 洋画、写真、書道、彫塑・工芸 西宮市労政課

☎35-5286

11/19〜11/24 10：00〜16：00
（〜13：30）書友くらぶ阪神不二教室 書道作品展 書道作品 書友くらぶ阪神不二教室

☎072-694-0266

11/19〜11/24 10：00〜17：00
（〜16：30）

写真Ｃlub SEI-G写真展（第１会期）
写真 写真楽園Club SEI-G

☎090-4144-636811/26〜12/１ 写真Ｃlub SEI-G写真展（第２会期）

11/26〜12/１ 10：00〜17：00
（〜16：00）油彩画グループ「月曜会」第８回作品展 油彩画 油彩画グループ月曜会

☎72-4687

11/28〜12/１ 10：00〜17：00
（〜16：00）ステンドグラスエクラ教室作品展 ステンドグラス ステンドグラスエクラ

☎31-2718

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

２（土） 14：00 第７回朗読会「思いの花束」 無料 語り手集団WA（わ）
☎090-6730-8206（田中）

４（月・振休） 14：00 KCユースクローバー第４回演奏会 1,000円 KCユースクローバー
☎090-8383-3031（大野）

10（日） 17：00 CELTSITTOLKE Vol.6 CD発売記念コンサート
＝てんこもりSession2019＝ 4,500円 （有）ビートショップ

☎0797-25-5877

16（土） 14：30 ボリス・ベクテレフ ピアノリサイタル 第８回 3,000円 ベクテレフ先生を囲む会
☎090-3868-0115（山田）

17（日） 13：00 MOA美術館西宮児童作品展 表彰式 無料 MOA美術館西宮児童作品展
☎53-1600（中本）

24（日） 14：30 海を織る CD発売記念コンサート 2,500円 OCMレコード
☎0557-67-3434（水野）

27（水） 14：00 秋の声楽コンサート 無料 roccobarocco（ロッコバロッコ）
☎090-9250-8734（伊藤）

30（土） 13：30 Liberte音楽堂コンサート Vol.9 無料 Liberte音楽堂
☎090-5166-2345（坂井）

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

11/15〜11/17 10：00〜19：00
（〜15：00）MOA美術館西宮児童作品展

「学習指導要領」にもとづき、子供達が自然・環
境・社会・他者との関わりを通して感性を働かせ
ながら、情操を養い豊かな心を育てる事を目的。

中本 園子
☎53-1600

11/30 10：00〜17：00 甲東ハンドメイドパーティーvol.3
作家によるハンドメイド作品の
ワークショップ・展示販売・作品
製作の実演、WSは500円〜

甲東ホール
☎51-5144

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

14（木） 14：00 木曜講座 第７回『〜アンパンマンの生みの親〜生誕
100年記念やなせたかしの生き方と作品世界』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013（中井）

15（金） 10：00 第51回西宮市青少年健全育成のつどい 無料 西宮市教育委員会青少年育成課
☎35-3870

21（木） 14：00 木曜講座 第８回『睡眠時無呼吸症候群ってどんなも
の？』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013（中井）

28（木） 14：00 木曜講座 第９回『長崎と天草地方の潜伏キリシタン
関連遺産 世界遺産としての価値と登録への道のり』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013（中井）

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」
②2019年指定文化財公開＆第49回特集展示
　「国絵図・町絵図・村絵図」

①通年
②10/29〜12/28 ※特集展示「町絵図」11/５〜12/１
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

きたれ、バウハウス展 造形教育の基礎 10/12〜12/１　1,000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
を一堂に展示　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

企画展 関西学院の130年 ９/28〜12/14　無料　11/３開館

黒 川 古 文 化 研 究 所
苦楽園三番町14-50�☎71-1205
10：00〜16：00（入館は15：30まで）
月休（祝日の場合は翌日火休）

第122回展観 秦漢遺宝−器物に込めた願い− 10/12〜11/24　一般500円　高大生300円

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「なつかしい思い出のような情景〜画家のひ
と言を添えて〜」 10/３〜12/23　300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）（最終日16：30）
月休（祝日の場合は翌日）

秋季展「鋳造技術と銅鐸・銅鏡」 10/５〜12/１　200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

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
②６/５〜11/25
※①②何れも記念館・酒蔵館共通券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
「歴史が語る自動演奏楽器とオルゴールの世界」 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

岩佐倖子 展 クリアとクラウド 11/５〜10　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まちたびにしのみや関連イベント 能楽展覧会「義経の武勇伝」
②アール・ブリュットの新しい星たち2019
③石に遊ぶⅧ─利夫ひとり展─
④清水祐貴子 作品展

①11/１〜２　　②11/７〜12
③11/21〜26　④11/28〜12/３
いずれも11：00〜18：00（②③④は最終日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尾本守 日本画展2019〜新たな視点〜
②渡部徹 個展─軌跡─1976〜2019
③岩本芳子 水彩画展
④前田清香 展
⑤〈公募〉第５回一期一絵展

①11/１〜６　　②11/８〜13　③11/15〜20
④11/22〜27　⑤11/29〜12/４
①②④⑤10：00〜18：00　③11：00〜18：00
いずれも初日13：00〜（①〜③最終日17：00④⑤16：00）

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

①松原政祐 展〜生かされしものたちへの讃歌〜
②保ヶ渕静彦 展〜古えの大和心は不惜身命に名こそ惜しけれ〜
③安田祐治 洋画展

①10/29〜11/３
②11/５〜10
③11/19〜24
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）月休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

ドゥフトシュムック教室展 11/８〜11　11：00〜18：00　会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

あみぐるみ＆かぎ針編み教室Atelier Luna
開校７周年記念！
第５回生徒作品展『糸むすび〜結〜』

11/10　11：00〜16：00

G A L L E R Y 雛
羽衣町5−28� ☎70−7257

①第９回わらび野会 作品展
②第28回新日美京都支部展
③すきなものだけをあつめ展
④ヒロオカ絵画教室作品展
⑤織グループこと座 作品展

①11/１〜６　10：00〜18：00（最終日17：00）
②11/８〜13　11：00〜17：00（最終日16：00）
③11/15〜17　11：00〜18：00（最終日17：00）
④11/22〜27　時間未定
⑤11/29〜12/４　11：00〜18：00（最終日17：00）

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

銭建忠書道展/濱田裕子PEACE BOAT報告展 11/５〜７　13：30〜16：00（入館15：30まで）
※要電話予約

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

２（土） 18：30 Poco a Poco Wind Ensemble 第22回定期演奏会 無料 ☎050-5438-7097（ナカムラ）

３（日・祝） 12：00 ひょうごブラスフェスティバル2019 無料 兵庫県吹奏楽連盟事務局
☎078-325-3006

４（月・振休） 13：30 第44回西宮市民音楽祭 宮っ子みんなのコンサート 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

９（土） 13：15 大正琴のつどい 無料 藤本
☎64-2346

14（木） ９：30 全日本中学校技術・家庭科研究大会 関係者 兵庫県中学校技術・家庭科研究会
☎33-0621（西宮市立上甲子園中学校 辻村）

16（土）
13：30 IBEコンサート2019 Essential Brass 500円 Immortal Brass Eternally事務局

☎050-5436-2533

19：00 阪神土建労働組合西宮支部 保険証交換学習会 関係者 阪神土建労働組合
☎35-8209

20（水） 19：00 阪神土建労働組合西宮支部 保険証交換学習会 関係者 阪神土建労働組合
☎35-8209

22（金） ９：30 西宮市合同慰霊祭 関係者 西宮市地域共生推進課
☎35-3032

23（土・祝） 13：30 第47回西宮市芸術祭 古典芸能鑑賞会「日本舞踊」 1,000円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

24（日） 14：00 第九 in にしのみや 1,000円 第九 in にしのみや実行委員会
☎33-3146

27（水） 13：00 年末調整説明会 関係者 （公社）西宮納税協会
☎33-5216

28（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

29（金） ①10：30
②14：00 名画鑑賞会『LA LA LAND（ラ・ラ・ランド）』 1,000円 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3146

30（土） 19：00 第44回阪神クリスマスフェスティバル 1,800円 阪神クリスマスフェスティバル実行委員会
☎06-6492-7374

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

11/22〜11/23 10：00〜17：00
（〜16：00）阿部泰之 作品展─絵はことば─ 絵画 子育て園ぽかぽか

☎20-4057

11/27〜12/２ 10：00〜17：00 西宮市展賞レビュー展2019 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

10/29〜11/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）グループVIVO展 油彩 吉岡 浩一

☎0797-72-3111

10/29〜11/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）第14回楽

ラク

描
ガキ

スクール水彩画展 水彩画 田口 良
タカ

子
コ

☎080-9600-2244

11/５〜11/10 10：00〜17：30
（〜15：00）アトリエビンカ作品展 ボタニカルアート・トールペイ

ント・水彩＆水彩色鉛筆画など
一宮 かずみ
☎090-9628-3234

11/５〜11/10 10：00〜17：00
（〜16：00）水彩画遊彩会展 水彩画 丹羽 美保子

☎52-7084

11/７〜11/10 10：30〜17：00
（〜15：00）第８回滴翠会書作展 書道 北村 豊月

☎0797-84-7689

11/12〜11/17 10：00〜18：00
（〜17：00）「西宮のかたち」展 陶芸・染織・金属・ガラ

ス・石等の工芸作品
山本 佳子
☎70-1223

11/19〜11/24 10：00〜18：00
（〜16：00）宋惟虹洋画教室展 洋画 宋惟虹

☎090-1225-6970

11/19〜11/24 10：00〜17：00 第14回フォトふみづき写真展 風景・人物等の写真 藤田 和男
☎35-9696

11/29〜12/１ 10：00〜17：00
（〜16：00）青涛展 書作品 池永 碧涛

☎090-3274-0606

11/26〜12/１ 11：00〜17：00 藤水会展 水彩画 加藤 省吾
☎090-2106-0370


