
8月のスケジュール

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

28（金） 19：00 ピアノで綴る〜異国への旅〜 1,500円 Brillance du son
☎090-9273-4682（森重）

29（土） 18：30 Family Concert 無料 Konan SOLA
☎080-8711-3054（東）

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

８（土） 15：30 県立西宮高等学校音楽科
第３回ティーンズ・サマー・コンサート

無料
※ 入場にあたりお名前と連絡先

のご提供をお願いいたします。

西宮市文化振興課
☎35-3425

29（土） 16：00 YUKIバレエスタジオ35周年記念発表会 無料 YUKIバレエスタジオ
☎090-3941-8283

新型コロナウイルス感染拡大の影響により
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さい。

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

７（金） 13：30 危険物取扱者保安講習会 事前申込 兵庫県危険物安全協会
☎078-333-8032

※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。

市民ホール・市立ギャラリーのご利用にあたってのお願い
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在、施設利用に制限を設けております。利用に関するご相談や、
その他お問合せについては、各施設へご連絡をお願いいたします。

次の場合はご利用を控えてください
　・発熱がある場合
　・ 咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・

筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐の症状がある場合
　・過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合

ご利用にあたっての注意事項
　・咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒を徹底してください。
　・社会的距離（できるだけ2m、最低1m）の確保を徹底してください。
　・利用する施設について、1時間に2回以上、窓や扉を開けて換気してください。
　・ 全ての来場者の名前及び緊急連絡先の把握に努めるとともに、感染者が発生した場合など必要に応じて保健

所等の公的機関へ情報が提供され得ることを、利用者間で事前に周知してください。
　・入場者数は定員の半数以内としてください。
　・近距離での会話、対面着席を避けてください。
　・調理・会食を伴う活動においては、飲食物を他の方と共有しないでください。
　・利用された施設や物品の消毒について、施設管理者の指示に従ってください。

　なお、市民会館1階及び3階の会議室・ギャラリーにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策のための市
執務室を確保する必要があることから、12月末日までご利用いただくことができません。多大なご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

（令和2年　6月19日現在）



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

６（木） 13：00 プティ すずらん会 発表会 関係者 山内
☎0797-73-5451

８（土） 13：00 ピアノ・ボーカルコンサート ゆりの集い 関係者 富永
☎080-8532-1717

９（日） 15：00 ウメダヨシコバレエスタジオ発表会 関係者 ウメダヨシコ バレエスタジオ
☎66-7445

22（土） 13：00 ハーモニー翠星 第18回 Little Concert 関係者 ハーモニー翠星（藤本）
☎0797-32-1231

24（月） 未定 ベーテン音楽コンクール 関係者 ベーテン音楽協会
☎0847-62-4382

29（土） ９：50 第66回 夏季講座「倣古と好古─東洋の古器物研究史」無料
要事前申込

（公財）黒川古文化研究所
☎71-1205

市民ギャラリー使用申込みの受付　令和３年度上半期（令和３年４月〜令和３年９月）の使用申込みを
以下の通り受付けます。

受付日時:９月１日（火）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:４月６日（火）〜令和３年10月３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

（単位:円）

区　　分 使用料金

第１展示室

１単位
（6日間）

85,800

第２展示室 75,600

第３展示室 52,800

第４展示室 52,800
（R.2.10.6施行）

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

８/15〜８/16 10：00〜17：00
（〜16：00）小さな会の書道展 書道作品 聖心書道会

☎26-1755 

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 19：00〜21：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会
☎078-904-3714（内垣）

5・12・19・26 18：00〜21：00 ジャズダンスの練習 ダンス ラブ・ステップ
☎090-8888-2013（藤下）

18・25 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）



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

常設展示「西宮の歴史と文化」 通年　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

西宮市大谷記念美術館の〈展覧会とコレクション〉２
ひろがる美術館ヒストリー

７/18〜９/27　500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（祝日の場合はその翌日）

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
※8/13〜8/21休館

企画展「祈りの造形」
4/1〜未定
無料
※7/9現在、臨時休館中

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
8/10開館、8/11休館

夏季企画展「なぞ解き考古学2020」 ６/13〜９/６　200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
※８/17〜19は夏期休館

［記念館］夏季展「四季折々 暮らしの歳時記」
　　　　 酒資料室「酒の印

しるし

」
７/22〜９/６　500円
※記念館・酒蔵館共通券

市内ギャラリー
施　設　名 展　覧　会　名 期間・休館日等

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

サマーアートコレクション
〜８/31　10：00〜18：00（入館17：30まで）

（最終日16：00）　木・８/13〜16休

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

マコト絵画教室作品展
８/29〜30　11：00〜18：00
火休

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、記載内容が変更される場合もございますので各施設へご確認ください。

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

７/28〜８/２ 10：00〜18：30
（〜17：00）由之会新作展 絵画（水墨画・線描淡彩・

水彩・細密画）
安 迪
☎076-209-2990

８/４〜８/９ 10：00〜18：00
（〜17：00）写楽会合同写真展 写真 森田 伸貴

☎090-7343-2223

８/４〜８/９ 10：00〜17：00
（〜16：00）二人水彩画展 水彩画 城山 元一

☎06-6427-7315

北口ギャラリー使用申込みの受付
令和３年上半期分（令和３年４月〜令和３年９月）の使用申込みを以下の通り受付けます。
受付日時:９月１日（火）

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:４月６日（火）〜令和３年10月３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。

（単位:円）

区　　分 使用料金

第１展示室
１単位

（6日間）

129,600

第２展示室  87,600

第３展示室  68,400

第１創作室
１区分

  2,800

第２創作室   2,000
（R.2.10.6施行）


