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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

10（金） 14：00 新春の集い 無料
山口公民館活動推進員会
☎078-904-1278（菊本）

18（土） ９：30 第７回ふれあいボッチャ大会 無料
西宮市社会福祉協議会
☎23-1140（本田）

21（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

25（土） 14：00 ほくぶ会わいわいイベント ふれあいコンサート 無料
西宮市自立支援協議会ほくぶ会
☎078-903-1920（塩谷・宮垣）

26（日） 14：00 陸上自衛隊第３音楽隊室内楽演奏会 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

１/７ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ
アサナ会
☎078-904-3714（内垣）

１/８・15・
22・29

18：00〜19：30 ジャズダンスの練習 ダンス
ラブ・ステップ
☎090-8888-2013（藤下）

1/19 14：30〜15：30 親子で学ぶ“かきくけこ”教室 かきかたの体験
Sanpeiかきかた教室
☎090-6677-0489

１/21 10：00〜11：30 コーラス コーラス
山口童謡コーラス
☎090-6064-9344（丸山）

１/21・28 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
☎080-3133-5812（丸山）

※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

５（日）
①10：30
②13：00
③15：30
④18：30

映画「あの日のオルガン」 1,500円
ゆめっこわかば保育園
☎33-1616

13（月・祝） 13：30
第47回西宮市芸術祭
能楽講座「気軽に楽しもう！能の世界」

1,000円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

18（土） 14：00
県民公開講座

「コツ（骨）コツ（骨）ためよう〜骨折をくりかえさない
ために〜」

無料
県立西宮病院地域医療連携センター
☎34-5151

19（日）
①10：30
②13：30
③16：00

フレンテ映画サロン「ねことじいちゃん」
500円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

26（日） 12：30 ニューイヤーダンスパーティ 3,000円 ☎35-5485（山下）

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

１/15〜１/17
１/20

（初日11：00〜）
10：00〜16：30

宮水学園 年賀状展 年賀状の展示
西宮市生涯学習推進課
☎35-5165

１/23〜１/26
10：00〜17：00

（〜16：00）
芦原デイサービスセンター利用者作品展

センターで制作した手作り
作品の展示

芦原デイサービスセンター
☎69-3007

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（日） 13：30 Musicalore vol.3 日本歌曲とオペレッタ 2,000円 ☎080-5784-6117（大山）

10（金） 13：30
2020新春野村投資セミナー
デジタル革命への次なる一手

無料
野村証券（株）
☎0570-077-000

13（月・祝） 13：00 みんなでつくるコンサート 無料
平野 寛子
☎52-9454

15（水） 14：00
知って楽しい、知的文楽探究セミナー
文楽に遊ぶ

2,000円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

19（日） 19：00 音の視点 −東洋の間 西洋の間− 無料 ☎090-7114-5509（上岡）

24（金） 14：00
写真家が語るフィギュアスケーターたち
スポーツフォトグラファー 田中宣明 講演会

3,960円
NHK文化センター西宮ガーデンズ教室
☎69-3450

26（日） 11：00
第８回 コープこうべ コープカルチャー西宮
受講生発表会

無料
コープこうべ コープカルチャー西宮
☎67-8444

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

１/７〜１/12 10：00〜17：00
（〜16：00）第36回西宮書道協会展 書道作品 西宮書道協会

☎078-856-3365

１/21〜１/26 10：00〜17：00
（〜15：00）第57回西宮市立小・中学校合同書写展 書写仮巻192本 西宮市教育委員会

☎35-3879

１/21〜１/26 10：00〜17：00
（〜15：00）第36回手をつなぐ子らの作品展 絵画・切り絵・貼り絵・陶芸

作品
特別支援教育課
☎35-3924

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

11（土） 14：00 神戸女学院大学CDPアート・マネジメントコース成果発表公演
「アマ色の夢〜親愛なる私へ タイナカ彩智ピアノ弾き語り」

無料
（要予約・先着順）

甲東ホール
☎51-5144

18（土） 14：00 第５回トロンボーンソロ＆アンサンブルコンサート 無料 スライドリンク
☎090-2103-5945（竹田）

25（土） 14：00 「第12回 兵庫県医師会混声合唱団発表会」
人生に歌あり 無料（要整理券） 髙丸

☎090-8122-2106（ショートメール）

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

１/11 13：00〜17：00
神戸女学院大学CDPアート・マネジメントコース成果発表公演

「アマ色の夢〜親愛なる私へ DEAR ME活動展示」

フィリピンのゴミ山で暮らす子ども達と
関西の女子大学生が一緒にファッショ
ンショーを創り上げるプロジェクト

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

26（日） 13：00 第11回グーターコンパス 音楽発表会 無料
グーターコンパス
☎37-6137

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
12/29（日）〜１/４（土）休館

①常設展示「西宮の歴史と文化」
②コラボ展示「西宮の名医・原

はら

老
ろう

柳
りゅう

」
③阪神・淡路大震災25年事業パネル展示「震災を伝える文化財」
④月替わり一品展示１月号「新収資料紹介１大

だい

観
かん

艦
かん

式
しき

紀
き

念
ねん

漫
まん

画
が

」

①通年
②12/17〜１/19
③１/７〜31
④１/７〜31
　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

①生誕130年記念 山下摩起をめぐる画家たち
②絵画 西・東

①②いずれも１/２〜２/11　500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
〜１/５（日）、１/13（月・祝）休館

平常展　Go! Go!大学博物館
特集陳列「プチ再現・愛新覚羅家の人びと（展）」

１/６〜３/21　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
12/30（月）〜令和２年１/３（金）休館

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」
②［　〃　］企画展「節句の人形 丸平文庫特別出展：令和を寿いで」
③［　〃　］酒資料室「美酒運ぶ樽廻船」
④［酒蔵館］写真展「大海原へ！辰馬汽船」

①③12/11〜１/13　②③１/25〜３/５
記念館・酒蔵館共通券400円
④12/11〜５/25
※１/15〜24、３/６〜19　酒蔵館のみ300円
※３/20〜５/25　500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

令和２年 新春小品展
１/８〜13　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

是枝律子 手づくり服展
１/30〜２/４　11：00〜18：00（最終日〜15：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①柳生千裕 個展〜みんなを笑顔に〜
②井上理白書道教室 生徒作品展

①１/10〜15　10：00〜18：00
　（初日は13：00〜　最終日〜16：00）
②１/24〜29　10：00〜18：00
　（初日は13：00〜　最終日〜16：00）

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

①震災25年・津高和一没後25年
　　震災写真と津高の小品展
②澁川修平「立呑み絵日記」展

①１/11〜17　13：00〜17：00
②１/24〜２/２　13：00〜18：00
　１/24・25・26・31は20：00まで
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

中国水印版画展
１/９〜10　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

５（日） 13：30 ふれあいコンサート in アミティ2020「新春」
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

９（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

11（土） 10：30
西宮歌謡会歌謡フェスティバル
新春チャリティーカラオケ大会

無料
西宮歌謡会
☎47-3963

12（日）
①13：15
②18：00

ふれあいコンサート in アミティ2020「新春」
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

13（月・祝） 17；00 Sur la Pointe Ballet プチリサイタル2020
無料
※要整理券

Sur la Pointe Ballet
☎090-6903-4200

15（水） 17：30 木村草太 講演会 無料
西宮市教職員組合
☎66-5588

19（日） 14：00 西宮市吹奏楽団「宮っ子ファミリーコンサート」 無料
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

25（土） 13：00 西宮市子ども会文化サークル連盟 第32回発表会 無料
西宮市子ども会事務局
☎35-3031

26（日） 10：00
西宮市吹奏楽連盟2020ニューイヤーコンサート
第93回定期演奏会

500円（当日販売）
西宮市吹奏楽連盟
☎070-5432-2854

30（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

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

１/８〜１/12 10：00〜18：00
（〜16：00）第25回書・伯亭会展併催学生書初め展 学生お習字・一般の方

書道作品
永井 伯亭
☎53-6748

１/７〜１/12 10：00〜17：00 アブストラクト・アート・元 抽象画 元山 信子
☎71-1266

１/14〜１/19 10：00〜17：00
（〜16：00）第６回フォトサロンふれんど写真展 風景やスナップなど 山下 智雄

☎51-2274

１/14〜１/19 10：00〜18：00
（〜17：00）筆輪展 書道作品 澤岻 游龍

☎080-3812-5429

１/14〜１/19 10：00〜17：00 西美アカデミー展 洋画（油・水彩・デッサン等）大西 弘幸
☎090-1024-5107

１/21〜１/26 10：00〜18：00
（〜16：30）第10回オール関西学院写真部展 写真 八尾 弘一

☎73-4467

１/21〜１/26 10：00〜18：00
（〜16：00）第28回HSC写真クラブ作品展 写真 古田 一郎

☎67-6352

１/21〜１/26 10：00〜17：00
（〜16：00）水彩グループ「ゆう展」 水彩画 実田 安男

☎080-5420-3576

１/28〜２/２ 10：00〜17：00
（〜16：00）HARK28国画会阪神地区作家展 油・アクリル絵画・版画 山下 進一郎

☎33-5085


