
10月のスケジュール
新型コロナウイルス感染拡大の影響により
掲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。

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

３（土） 10：30 皆で唄おうカラオケ 無料 コスモス歌謡会
☎48-9869（山下）

15（木） 14：00 木曜講座「新型コロナウイルス感染症から何を学ぶか
─その影響と課題─」 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

※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。

※但し101会議室については、利用再開時期を早めるべく調整中です。� （令和 2 年 9 月 8 日現在）

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（木） 13：30 心のうた2020 関係者 唱歌の学校
☎26-6518

10（土） 13：30 ふれあいコンサート「ガラコンサート」 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
☎090-7499-5068

17（土） 13：30 ふれあいコンサート「森下知子30回記念コンサート」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
☎090-7499-5068

24（土） 未定
各日
２回公演

アミティフレンズ�フェスティバル 500円
未就学児入場不可

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

25（日）



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

４（日） 13：30 リープクライネスコンツェルト�第118回 無料 リープクライネスコンツェルト
☎090-9273-4682（森重）

25（日） 13：00 Let's�strech�ourselves�together�!�弦楽発表会 無料 Let's�strech
☎080-3785-1182（西村）

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（月） 16：00 大学・短期大学・専門学校進学相談会 無料 ㈱さんぼう
☎06-6300-7911

25（日） 11：00 私立中学校・高等学校�進学相談会 先着申込制
無料

サンケイリビング新聞社進学相談会係
☎06-6647-2570

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

３（土） 14：00 第48回西宮市芸術祭�Classicコンサート�in�プレラ 1,000円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

４（日） 13：30 アマービレ�Vol.1�ピアノ発表会 関係者 アマービレ事務局

11（日） 14：30 クローバー発表会 関係者 蓮江
☎090-3035-0817

15（木） 14：00 前田こずえとおしゃれな仲間たち 無料
要事前申込

プレーン・ド・シャンソニエ
☎080-6135-3373（前田）

16（金） 14：00
上方オペラ工房　ひっそりと！ 20周年コンサート 2,500円

要事前予約・当日券ナシ
上方オペラ工房
☎090-3990-7520（伊原）

17（土） 17：00

18（日） 14：00 ピアノ発表会 関係者 MUSICA�FIORE

25（日） ①14：30
②18：30

ドキュメンタリー映画上映会
「普通に死ぬ�いのちの自立」（トークショーあり）

無料
要事前予約

西宮市肢体不自由児・者�父母の会事務局
1964nfb@gmail.com

31（土） 14：00 神戸山手短期大学�卒業生コンサート 関係者 松井
☎0797-22-3958

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

10/６〜10/９ 10：00〜16：00 令和２年度�第53回西宮市高齢者作品展 絵画・書・写真・工芸４部
門、約150点

西宮いきいきクラブ
☎34-3334

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

20（火） 14：00 「宮水学園」山口地域講座 関係者 西宮市生涯学習事業課
☎35-5165

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

10/６ 19：00〜21：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会
☎078-904-3714（内垣）

10/７・14・21 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）

10/13・20・27 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）



市内ギャラリー
施　設　名 展　覧　会　名 期間・休館日等

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

①かぴばらっこ展2020�in�関西
②─米山清人の世界─匠染織展
③原田幸一�作品展
④近松素子�版画展
⑤「陶・版・木�三人展その四」展

①10/２〜６　11：00〜18：00（最終日16：00）
②10/８〜13　11：00〜17：00（最終日15：00）
③10/15〜20　11：00〜18：00（最終日17：00）
④10/22〜27　11：00〜18：00（最終日17：00）
⑤10/29〜11/３　11：00〜18：00（最終日17：00）
いずれも会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

ミヤケユキのカケラ展 10/30〜11/４　10：00〜18：00
（初日13：00〜　最終日〜17：00）

ギャラリーSHIMA
大井手町7−15� ☎70−7000

①土屋秋恆�個展2020「大地黄金」現代水墨画
②磯部隆�展〜芸術は生命維持装置である〜

①10/6〜11　②10/13〜18
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）月休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①仕立一衣舎�夙川展
②�阪神淡路大震災復興25年�LOVE�CATSと愛
しの動物たち

①10/10〜14　11：00〜18：00（最終日17：00）
②10/17〜25　12：00〜18：00（最終日17：00）
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

日中藝苑創立25周年記念展 10/30〜31　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約

※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

９/29〜10/４ 10：30〜17：30
（〜16：00）雑派展 油絵等 木下�敏彦

☎090-3827-3864

９/29〜10/４ 10：00〜17：00
（〜16：00）西宮日本画協会秋の新作展 現代日本画・水墨画 遠藤�隆稔

☎63-7028

10/６〜10/11 10：00〜17：00
（〜16：00）アートコロ展 洋画 森本�正義

☎090-6822-7823

10/27〜11/１ 10：00〜18：00
（〜16：00）第９回絵好楽（えこーらく）作品展 油絵・水彩・素描 尾本�憲司

☎090-7757-1127

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
※10/26（月）〜10/30（金）は展示替えのため休館

①常設展示「西宮の歴史と文化」
②特集展示「樽廻船と西宮」

①通年
②９/５〜10/25
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

今竹七郎展�近代日本デザインのパイオニア 10/10〜12/６　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

開館６周年記念「甦る浮世絵展」江戸当時の浮世絵が色鮮やかに甦る
※北斎・広重・歌麿・写楽等の復刻浮世絵版画を期間ごとに展示
同時開催：日光東照宮社殿模型・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

企画展　祈りの造形 ４/１〜未定　無料
※８/23現在、臨時休館中

黒 川 古 文 化 研 究 所
苦楽園3番町14-50�☎71-1205
10：00〜16：00（入館15：30まで）（最終日15：30）月休

第124回展観
「和鏡賞鑑─図像でたどる千歳のねがい─」 10/17〜11/29　500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
※10/19（月）展示替えのため記念館閉館

［記念館］秋季展「このいろなにいろ」
　　　　�酒資料室「酒の印

しるし

」
　　　　�笹部さくら資料室「桜を魅せる松・楓」

９/19〜11/23（10/19記念館閉館）　500円
※記念館・酒蔵館共通券


