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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） 10：00 全天候型フリーマーケットひろば2019冬 無料
北六甲台エココミュニティ会議
☎0797-61-1101（上村）

７（土） 13：00 障害者週間啓発イベント 無料
西宮市社会福祉協議会 地域生活支援課
☎37-0010

８（日） 13：00 社交ダンス クリスマスパーティー ─
アイリス社交ダンス同好会
☎080-1405-8339（三宅）

10（火）

10：10 PTAコーラス音楽会 無料
西宮市山口ホール
☎078-904-2760

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

15（日） 13：00 西宮寿会 文化庁伝統文化親子教室成果発表 無料
西宮寿会
☎090-2597-8611（音羽）

21（土） 15：15 クリスマス会＆ビンゴ大会
無料　チケット制
11/1５〜配布 先着100名

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

12/３ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ
アサナ会（内垣）
☎078-904-3714

12/４・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

12/10・17・
24

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

12/20 10：00〜16：00 山を想う絵画展 ペン画 ─

12/24 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

年末年始の休館日12/29〜１/３

※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

11（水） 18：20
高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する
対話型全国説明会

無料
原子力発電環境整備機構 広報部
☎03-6371-4003（平日10：00〜17：00）

21（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン「かぞくいろ」
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
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

12/５〜12/８
初日（12：00〜）

11：00〜18：00
（〜17：00）

Leaf展 vol.６ 絵画の展示等 ☎48-2790（松山）

年末年始の休館日12/29〜１/３

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 入場料金等 お問合せ先

５（木） 13：30 合同発表会2019 朗読劇 無料 ☎090-1678-9421

６（金） 19：00 西宮ゴスペルクワイア in プレラホール 500円 西宮市プレラホール
☎64-9485

７（土） 13：30 にしのみや人権フォーラム スマイリーキクチさん講演会
「インターネットと人とのかかわりあい〜突然、僕は殺人犯にされた〜」 無料 西宮市教育委員会 人権教育推進課

☎35-3892

13（金） 14：00 県立西宮高校音楽科 ハンブルク公演帰国コンサート ※整理券優先入場
11/27 9：00〜配布

西宮市プレラホール
☎64-9485

14（土） 14：00 津軽三味線・歌・語り・朗読で贈るコンサート 2,500円 ☎53-4902（田中）

15（日） 15：30 Rita Ballet School 第１回クリスマスコンサート 無料 Rita Ballet School
☎090-6965-4757

20（金） 10：30 親子のためのクリスマスコンサート2019 1,500円 ジーエムアートグレイス（株）
☎52-5515（ニャリみゆき）

年末年始の休館日12/29〜１/３

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

11/26〜12/１ 10：00〜18：00
（〜16：30）写真楽園Club SEI-G写真展2019（第２会期） 写真 写真楽園Club SEI-G

☎090-4144-6368

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

12/10〜12/15 10：00〜17：00
（〜15：00）第65回 西宮市造形展 絵画等の平面作品 立体・共

同作品
西宮市教育委員会 学校教育課
☎35-3888

年末年始の休館日12/28〜１/４

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

８（日） 18：00 植村翔馬＆小林大真 クラリネットDuoコンサート 1,500円 ☎078-592-6389（植村）

13（金） 19：00 クリスマス・スィート・ジャズ・コンサート 3,800円
キャンディー・ジャズ・ボックス
☎072-223-0105

21（土） 16：00
SAKURAジェンヌ＆MYザクラ 
クリスマスコンサート2019

1,500円
甲東ホール
☎51-5144

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

12/３ 10：15〜11：30 友愛セール 手作りマルシェ
手 作りスモック、エプロン、 
パジャマ、ケーキ、クッキーを販売

☎090-8989-2774（藤原）

年末年始の休館日12/29〜１/３

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） 16：30
関西学院大学文化総部軽音楽部 
第74回後期学外定期演奏会

無料
関西学院大学文化総部軽音楽部（杉山）
☎080-6137-5643

14（土） 16：30 ミュージカル『1789〜バスティーユの恋人たち』 無料
みーあキャット（渡邊）
☎080-6415-7416

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

年末年始の休館日12/29〜１/３

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「村絵図」12/３〜12/28
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 10/12〜12/１　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
12/15（日）〜１月５（日）休館

企画展 関西学院の130年 ９/28〜12/14　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］堀内ゑびすコレクション展
　　　　　　「良い夢 初夢 たからぶね」
　　　　　　酒資料館「美酒運ぶ樽廻船」
②［酒蔵館］写真展「大海原へ！辰馬汽船」

①12/11〜１/13　400円
　※記念館・酒造館共通券
②12/11〜５/25
　１/15〜24、３/６〜19　300円（酒造館のみ）
　３/22〜５/25　500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
「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

ジュエリー作家でない作家達のアクセサリー展 12/10〜15　11：00〜18：00（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①第５回 一期一絵展
②冨澤愛宜　個展

①11/29〜12/４　10：00〜18：00
　（初日は13：00〜　最終日16：00）
② 12/６〜11　10：00〜18：00
　（初日は13：00〜　最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

絵nishi展
11/19〜24　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

チャリティ令和２年 干支展〜 子
ネズミ

〜
12/７〜15　11：00〜17：00（最終日16：00）
12/９休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

ねうねうコレクション展
　〜３年間の感謝をこめて〜

12/３〜８　13：00〜18：00（最終日17：00）
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

濱田裕子 絵画芸術展
12/22〜23　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

７（土） 18：30 武庫川女子大学バトン・チアリーディング部 
第27回単独公演 無料 武庫川女子大学バトン・チアリーディング部

☎47-1212

８（日） 14：00 2019さよならコンサート 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

12（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

14（土）
①11：30
②14：00
③16：30

ベネッセ英語コンサート クリスマス公演
「Twinkle Christmas Party」 3,177円 英語コンサート事務局

☎0570-00-8600

15（日） 14：00 西宮市吹奏学会おいぼれバンド 第１回不定期演奏会 無料
要整理券

酒井
☎090-8537-2823

21（土） 16：00 〜Christmas Celebration 2019〜ゴスペルコンサート 無料 コイノニア福音教会
☎078-411-1211

25（水） 19：00 クリスマス！よしもとお笑いライブ in 西宮2019 3,600円 チケットよしもと
☎0570-550-100

28（土） 17：30 第17回上甲子園中学校吹奏楽部 
定期演奏会兼３年生引退コンサート 無料 西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部友の会

☎33-0621

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

11/27〜12/２ 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

年末年始の休館日12/29〜１/３

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

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

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

☎090-3274-0606

12/３〜12/８ 10：00〜18：30
（〜17：00）'19甲子園短期大学書道展 学生・卒業生の書道作品 甲子園短期大学

☎65-3300

12/３〜12/８ 10：00〜18：00
（〜16：00）2019彩風会スケッチ展 水彩画 川邉 雅弘

☎74-7296 

12/10〜12/15 10：00〜17：00
（〜15：00）西宮市シルバー人材センター会員作品展 絵画・書道・写真他 総務課

☎72-3461

12/10〜12/15 10：30〜16：30
（〜16：00）葦ペン傘寿２人展 水彩画 小林 田鶴子

☎54-5139

12/17〜12/22 10：00〜18：00
（〜17：00）68回白光写真展 写真 有馬 清徳

☎46-1166

12/17〜12/22 10：00〜17：00
（〜16：00）フォト真第17回写真展 写真 河原 善彦

☎63-7107

12/17〜12/22 10：00〜17：30
（〜17：00）第49回写壇「ゼロ」展 写真（モノクロ） 内山 博司

☎22-0033

年末年始の休館日12/28〜１/４


