
4 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、以下に記載している催しが中止や延期となる場合もございますので、各お問合せ先へご確認くだいさい。
※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

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

25（土） 11：00 第９回ODORI邦舞のつどい 無料
ODORI実行委員会（浜）
☎090-2012-6586

26（日） 10：30 皆で唄おう カラオケ大会 無料
コスモス歌謡会
☎090-3849-7153

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 スポット展示「国登録有形民俗文化財
　武庫川女子大学近代衣生活資料」

①通年
②４/７〜５/24
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

メスキータ展 ４/４〜６/14　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

日光東照宮「奥深く秘めた八面猿ストーリー」
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
同時開催「兵馬俑と１号銅車馬展」

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　但し4/29開館

企画展 祈りの造形 ４/１〜６/13　無料

黒 川 古 文 化 研 究 所
苦楽園三番町14-50� ☎71-1205
10：00〜16：00（入館15：30まで）月休

第123回展観 黒川古文化研究所名品展
─殷周の工芸・江戸の図譜─

４/18〜５/31　500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）（最終日は16:30まで）月休

春季展「富岡鉄斎展」 ３/28〜５/６　200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
4/20（月）記念館閉館（展示替え）、5/5（火・祝）開館、5/7（木）休館

［記念館］①令和２年春季特別展
　　　　　笹部さくらコレクション「春爛漫さくら名所巡り」

［酒蔵館］②写真展「大海原へ！辰馬汽船」

①３/20〜５/25
②12/11〜５/25
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

前期企画 自動オルガンとオルゴールの世界 ４/２〜８/16　900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

高瀬昌郎 作陶展 ４/21〜26

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

西宮さくら祭タイアップ企画「花咲く頃」
４/２〜７　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

①米山清人の世界 京友禅の匠染織展
②第20回 日下義彦 ヨーロッパ風景水彩画展

①４/10〜15　11：00〜17：00（最終日15：00）
②４/17〜22　11：00〜17：00（初日13：00 最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

①西宮さくら祭タイアップ企画「さくら色の散歩」展
②Club Sei-G Photo Selection展第１期
③Club Sei-G Photo Selection展第２期

①３/30〜４/５　11：00〜18：00（最終日17：00）
②４/15〜20　11：00〜18：00（最終日16：00）
③４/22〜27　11：00〜18：00（最終日16：00）
会期中無休　無料

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

①第15回 さくら展　日本画（水墨画含む）洋画
　（油彩・水彩画・版画等）40余名の作家作品
② 第13回 断片─16展（女流20人の抽象画家による

作品展）

①３/28〜４/５
②４/21〜26
いずれも11：00〜17：00（最終日16：00）３/29臨時休廊

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

絵画とウッドカービング展 FLUFFYⅢ
〜地球の仲間たち〜
動物作家 吉

き

良
ら

 星
あ か り

春　Guest 竹内 清

３/31〜４/５　11：00〜17：00（最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

中山カホリ個展「花の輪」
３/31〜４/５　11：00〜18：00（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

馮祥雲絵画展
４/17〜19　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　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

４（土） 未定 ＭＫバレエスタジオ第４回発表会 無料 ☎070-2620-6235

25（土） 13：30 ウィンドオーケストラ今津 第22回定期演奏会 無料
ウィンドオーケストラ今津
☎050-5374-5057

29（水・祝） 13：30
兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部 第30回定期演奏会
〜音楽でひろげる　水の輪・いのちの輪〜

200円
兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部
☎52-0185

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

４/１〜４/５
（初日13：00〜）
10：00〜17：00

（〜16：00）
フォト99写真展 写真

和手
☎090-1482-5320

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

４/14〜４/19
10：00〜17：00

（〜16：00）
第18回エル・ポルト洋画展 絵画

エル・ポルト
☎71-4844

４/15〜４/19
11：00〜18：00

（〜15：30）
ヒマラヤの光の詩５th 小野克之 作品展 油絵・水彩

小野 克之
☎042-595-3646

４/21〜４/26
10：00〜17：00

（〜15：00）
第22回水墨画紅石会 合同展 水墨画

水墨画紅石会
☎71-3285

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

３/31〜４/５
11：00〜18：00

（〜16：00）
第22回日本植物画倶楽部展 植物画（ボタニカルアート）

小西 美恵子
☎20-2257

４/７〜４/12
10：30〜17：30

（〜16：30）
雑派展 洋画

木下 敏彦
☎090-3827-3864

４/７〜４/12
10：00〜17：00

（〜16：00）
永田教室合同写真展第６回 写真（街なみ・風景など）

永田 收
☎070-6686-5117

４/７〜４/12
10：30〜17：30

（〜16：00）
Group葦展

油彩・アクリル・水彩・パステ
ル

磯辺 明子
☎40-4032

４/14〜４/19
10：00〜17：00

（〜16：00）
カメラーデン段上・夙寿会合同写真展 写真

小森 保
☎36-7359

４/14〜４/19
10：00〜18：00

（〜16：00）
第23回アジャンスケッチ旅行会作品展

スケッチ作品及び写真の展示と
ロットエガロンヌ県の紹介

森田 正樹
☎22-6496

４/21〜４/26
10：00〜18：00

（〜17：00）
第９回游画会展

現代日本画・色鉛筆画・ア
クリル画

稲田 峻
☎54-2045

４/21〜４/26
10：00〜17：00

（〜16：00）
第９回写らっく写真展 写真

室田 宰
☎73-7544

４/23〜４/26
10：00〜17：00

（〜17：00）
新晨展 書と篆刻

村岡 草秀
☎41-4183

４/28〜５/３
10：30〜17：30

（〜16：00）
パステルのしらべVol.９ パステル画

大月 良子
☎72-0182

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（土）
①10：30
②13：30
③16：00

フレンテ映画サロン「ばぁばは、だいじょうぶ」
※当日のみ
500円

西宮都市管理(株)
☎32-8686

12（日） 14：00 第８回尼崎弦楽アンサンブル プチコンサート 無料
尼崎弦楽アンサンブル
☎090-1206-5813（大北）

13（月）
①13：30
②18：00

平和勝次ショー 無料
平和勝次音楽事務所
☎090-8755-1055（藤本）

18（土） 14：00 フルート教室発表会 無料 ☎090-6608-0378（山上）

19（日） ９：40 第15回ぽえむコンサート 無料
ぽえむ音楽教室
☎66-7440

25（土） 14：00 どれみピアノ教室 発表会 無料
どれみピアノ教室
☎090-9473-2922（樋口）

26（日） 13：00 スプリングコンサート 無料 ☎090-2015-8522（岡部）

27（月） 19：00 SKB All stars presents 昭和歌謡ショー
3,500円
※要予約

SKB All stars
☎090-4293-2669（久保崎）

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（火） 19：30 イエスの死の記念式 無料
エホバの証人 西宮市上ヶ原会衆
☎090-4270-3096（坂元）

12（日） 14：00 弦楽四重奏　スプリングコンサート 2,000円
アザール・クワテュオール
☎06-6878-1321（駒木）

28（火） 19：00
安永早絵子YoRoShiKuコンサート Vol.４

「たたいてもいいですか？」
3,500円

よろコン４実行委員会
☎090-5256-2502（安永）

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

４/17〜４/18
10：00〜17：00

（〜15：00）
いけばな展 いけ花展とお茶席

中本 園子（西宮MOA.かなめの会）
☎53-1600

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）

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 入場料金等 お問合せ先

11（土） 14：00 MUVESZ 音楽教室発表会 無料
大和 寛司
☎080-6151-3289

15（水） 14：00 前田こずえとおしゃれな仲間たち 無料
前田 こずえ
☎080-6135-3373

17（金） 19：00 劇団石
トル

 ひとり芝居『キャラメル』 3,000円
朴
☎090-8161-0490

18（土） 13：00
クラシック・ミュージック・アカデミー 第25回定期演奏会
スプリングコンサート2020

無料
前田
☎090-9878-6150

22（水） 19：00
飯田憲司サクソフォンリサイタル
＝サクソフォンの魅力24＝「Happiness」

3,500円
西宮市プレラホール
☎64-9485

西宮市山口ホール 展示室 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）

開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

４/１・８・
15・22

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）

４/７ 10：00〜16：00 「宮水学園」山口地域講座受講者申込受付 申込受付
西宮市生涯学習推進課
☎35-5165

４/７ 20：00〜22：00 ハタヨガ ヨガ
アサナ会
☎078-904-3714（内垣）

４/14・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）

４/14・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）


