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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（土） 14：00 第４回 笑福亭鶴瓶・恭瓶 親子会 完売　当日券ナシ
西宮市山口ホール
☎078-904-2760

16（日） ９：00 きたろく里山音楽祭2020 無料
県民交流広場・北六甲台校区協議会
☎090-3273-7489（佐藤）

18（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

22（土） 15：30 ラストゲーム＆音楽ライブ
無料 チケット制
先着100名

西宮市山口ホール
☎078-904-2760

２/26（水）
〜

３/１（日）
９：00 第10回山口フォトコンテスト 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

２/４ 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）

２/４ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ
アサナ会
☎078-904-3714（内垣）

２/５・12・19 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）

２/11・18 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

１（土） 10：15 こどものためのファミリーコンサート 2,000円
大阪音楽大学付属音楽院 さくら夙川校
☎38-6630

８（土） 13：30 南京玉すだれを楽しもう　八房流南京玉すだれ善香会 500円
八房流南京玉すだれ善香会
☎090-8166-5533（上月）

９（日） 14：00 第24回西宮国際交流デー 無料
（公財）西宮市国際交流協会
☎32-8680

15（土）
①10：30
②13：30
③16：20

フレンテ映画サロン「ディア・ドクター」
500円
※当日のみ販売

西宮都市管理（株）
☎32-8686

29（土） 13：00
神戸YMCAサポートプログラム25周年記念シンポジウム

「学び方の違う子どもたちに必要な支援を考える」
500円

神戸YMCA西宮ブランチ
☎35-5987

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

２/９
10：30〜12：30
13：00〜15：30

第24回西宮国際交流デー
日本文化体験コーナー
インターナショナルカフェ

（公財）西宮市国際交流協会
☎32-8680

２/19〜２/24
（初日12：00〜）

10：00〜17：00
（〜16：00）

第４回武庫川写真クラブ展 写真展 ☎45-1040（森原）

２/27〜３/２
10：00〜17：00

（〜16：00）
第20回フォト・キンロー展 写真展 ☎73-3054（竹下）

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275名　火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

令和２年１月27日〜２月29日の間、座席改修・舞台一部拡張工事のためホールを休館します。
なお、この間も事務室は業務を行い、練習室・会議室は通常通りご利用いただけます。

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（土） 10：00 講演会「７カ国語で話そう♬」 無料
（一財）言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
☎0120-557-761

15（土） 17：30 女声合唱団クロワール 15周年記念コンサート 1,000円 ─

16（日） 14：00
アンサンブルくれよんによる子どものためのコンサート

「こんなに近くにクラシック♪〜音楽の宝箱を探そう！〜」
1,000円

アンサンブルくれよん
☎080-4027-5929（樋口）

18（火） 19：00
佐々由佳里 室内楽シリーズVol.７
Spring Concert

3,000円
オフィス ヨシヒロ
☎080-3808-1671

20（木） 19：00
Ciprian & Friends
Duo-Violin-Piano（Concert）

3,000円
Duo-VioLin-PiANO
☎090-6558-4248

26（水） 19：00 増井一友 ギターコンサート Vol.29 1,000円
夙川ギター倶楽部
☎36-3675

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

２（日） 13：30 2020青春の音楽祭♪ 無料
（公財）西宮市文化振興財団
☎31-3113

９（日） 10：30 オプス音楽教室 発表会 関係者
オプス音楽教室（野田）
☎41-4333

22（土） 14：00 宮っ子おやこコンサート
無料
２/５申込締切

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

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」
② 月替わり一品展示２月号「新収資料紹介２溜塗（ため

ぬり）丸火鉢」

①通年
②２/４〜３/１
いずれも無料　２/１〜２臨時休館

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

①山下摩起をめぐる画家たち
②新収蔵品展

①１/２〜２/11　500円
②２/22〜３/22　200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）日祝および�
２/１〜２/７休

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

─ 相
あいよっていのちをなす

依 為 命 ─
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
２/11（火・祝）開館、２/12（水）休館

［記念館］①企画展「 節句の人形 丸平文庫 
特別出展：令和を寿いで」

　　　　②酒資料室「美酒運ぶ樽廻船」
［酒蔵館］③写真展「大海原へ！辰馬汽船」

①②１/25〜３/５記念館・酒蔵館共通券400円
③12/11〜５/25
　※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

長岡正裕・上嶋恵津子 クロニクル展 ２/18〜23　11：00〜18：00（最終日〜17：00）火日休

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
②京焼「赫三郎 窯展」
③共振展 クロッキー plus 陶 喜谷繁暉・鵜瀬夏
④大地の絨毯 ギャッベ展

①１/30〜２/４（最終日〜15：00）
②２/６〜11（最終日〜17：00）
③２/13〜18（最終日〜17：00）
④２/27〜３/１（最終日〜17：00）
いずれも11：00〜18：00

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

① 第10回コンテスト〜絵画を出品して好きな
絵を選ぼう〜

②コンテスト結果発表展示（ストリートギャラリー）

①２/14〜19　10：00〜18：00
　（初日13：00〜　最終日〜16：00）
②２/21〜26　10：00〜18：30

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

ギャラリーねうねう工芸展
すわ幸織〜い草とアートの出会い〜
諏訪文久・原田洋子・西里泰明

２/25〜３/１　11：00〜18：00　会期中無休

G A L L E R Y 雛
羽衣町5−28� ☎70−7257

横田納・節子 二人展 ２/14〜19　10：00〜18：00（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

濱田裕子 習作展
２/４〜５　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

９（日）
①10：15
②13：15

ハッピーウィンターミュージカル2020〜シンドバッ
ドの大冒険〜

2,700円
（株）キッズ・コム
☎0120-8909-56

14（金） 13：00 令和元年度東部地区協議会４支部合同研修会 無料
（一社）兵庫県宅建業協会 芦屋・西宮支部
☎36-2365

22（土） 12：00 令和元年度西宮市生涯学習大学「宮水学園」学園祭 無料
西宮市生涯学習推進課
☎35-5165

23（日） 12：00 第10回にしのみやなないろの音楽だより（吹奏楽） 無料
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3113

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

２/４〜２/９ 10：00〜17：00
（〜16：00）第41回西宮市福祉作品展 福祉ポスター・作文・絵

画・書道・手工芸等
障害福祉課
☎35-3147

２/４〜２/９
初日（12：00〜）
10：00〜17：00

（〜16：00）
西陣美術織 若冲 動植綵絵展 伝統工芸西陣織で若冲の絵を再

現した作品　軸約40点・額20点
西陣美術織 全国巡回展実行委員会
☎072-808-2223

２/７〜２/９ 10：00〜17：00
（〜16：00）武庫川女子大学書道研究室 卒業制作展 書道 武庫川女子大学 日文学科

☎45-9723

２/13〜２/16 10：00〜18：00
（〜15：00）

武庫川女子大学建築学科 
作品展・卒業設計展 図面・模型など 武庫川女子大学建築学科

☎67-4501

２/19〜２/23 10：00〜17：00
（〜16：00）EWC環境パネル展 壁新聞・絵画・工作・ポスター・

作文など
EWC事務局
☎67-4520

２/25〜３/１ 10：00〜17：00
（〜16：00）第13回阪神ふれあい美術展 絵画 阪神南地域ビジョン委員会

☎090-8166-1744

市民ギャラリー使用申込みの受付　令和２年度下半期（令和２年10月〜令和３年３月）の使用申込みを
以下の通り受付けます。

受付日時:３月１日（日）午前10時より受付、午前10時30分より抽選。（抽選後の空き区分については、随時受付けます。）
受付場所:西宮市教育文化センター内、西宮市立市民ギャラリー２階　講座室
使用期間:10月６日（火）〜令和３年４月４日（日）
問合せ先:西宮市立市民ギャラリー事務室　☎:0798−33−1666

※筆記用具をご持参ください。
所在地:西宮市川添町15−26　西宮市教育文化センター内

（中央図書館と併設）☎:0798−33−1666
休館日:毎週月曜日　年末・年始
利用の単位:１週間（火曜日〜日曜日の６日間）

　　＊搬入は、月曜日（午前10時〜午後５時まで）
　　＊搬出・片付けは、日曜日（〜午後６時まで）
　　＊利用時間を超過して使用される場合は、超過使用料を
　　　いただきます。

利用時間:午前10時〜午後６時

施設の概要
床面積

㎡
展　示　延　長 m 展　示　面　積 ㎡ 天井高

m壁面 パネル最大 計 壁面 パネル最大 計

２
階

第 １ 展 示 室 258 59  68 127 198 221 419
3.5第 ２ 展 示 室 220 51  58 109 173 187 360

計（２階全室） 478 80 156 236 270 509 779

３
階

第 ３ 展 示 室 158 47  19  66 159  60 219
3.5第 ４ 展 示 室 161 46  12  58 155  40 195

計（３階全室） 319 63  61 124 213 201 414

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

２/４〜２/９
10：00〜18：00

（〜17：00）
第17回クロスロード展

油彩・水彩・アクリル・版画・
パステル画

大森 良剛
☎34-0387

２/11〜２/16
10：00〜17：00

（〜16：00）
彩風会西宮教室作品展 油彩・水彩画

福田 純子
☎55-9795

２/11〜２/16
10：00〜17：00

（〜16：00）
エミスフェール展 洋画

吉岡 慶子
☎23-7773

２/25〜３/１
10：00〜18：00

（〜17：00）
第18回日本風景写真協会兵庫第二支部
作品展

国内の風景写真
木股 滋樹
☎66-1116

２/25〜３/１
11：00〜18：00

（〜16：00）
第19回睦美展

油彩・水彩・パステル・
デッサン等

田中 嘉一
☎090-3353-8662

２/25〜３/１
10：00〜17：00

（〜15：00）
第一回甲陽園えふでサークル作品展

（故大山一三を偲んで）
洋画（水彩・油彩・パステル
等）

木林 美紀代
☎72-3639

※２/17（月）〜23日（日）工事の為に休館

北口ギャラリー使用申込みの受付
令和２年度下半期分（令和２年10月〜令和３年３月）の使用申込みを以下の通り受付けます。
受付日時:３月１日（日）

展示室…午前10時〜午前10時30分受付、抽選により利用者を決定します。
創作室…空き区分のみ新規受付を行います。

受付場所:西宮市大学交流センター大講義室（北口町１番２号 アクタ西宮東館6階）
使用期間:10月６日（火）〜令和３年４月４日（日）
問合せ先:北口ギャラリー事務室（アクタ西宮東館６階）☎0798−69−3160

※筆記用具をご持参ください。

第１展示室 216㎡

第２展示室 146㎡

第３展示室 114㎡

第１創作室 129㎡

第２創作室 95㎡
※第1展示室と第2展示室は1つの展示室として使用できます。


