
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

３（火・祝） 14：00 第45回西宮市民音楽祭 宮っ子みんなのコンサート 要整理券
申込締切済

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

８（日） 14：00 第19回フォートワース・ジャンボリー 座席指定3,500円
前売のみ販売

フォートワース・ジャンボリー実行委員会
☎39-1923

18（水） ①11：00
②14：00 名画鑑賞会『ばあばは、だいじょうぶ』 1,300円 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3111

29（日） 14：00 西宮市吹奏楽団オータムコンサート 500円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

11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。

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

21（土） 13：30 万葉うたがたりコンサート 3,000円 岡本 三千代
☎090-1912-7425

28（土） 18：30 ３ビッグ・バンド コンサート 1,000円　前売のみ 上田
☎090-3727-5711

※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。

【入場者数の制限緩和について】
令和２年９月17日に新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針が改定されたことに伴い、適切に感染予防対策が実施されることを前提として、
市民ホール及び市立ギャラリーをご利用の際の入場制限を下記の通り一部緩和しています。なお、今後の状況により見直しを行う場合がありますので、
ご了承ください。
＜公演等に係る客席の入場制限＞

区　　分 収容率
来場者による大声での歓声、声援、唱和等がないことを前提としうるもの

（例）クラシック音楽等のコンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能･演芸、公演･式典、展示会等 定員の100%以内

来場者による大声での歓声、声援、唱和等が想定されるもの
（例）ロック・ポップコンサート、キャラクターショー、親子会公演、食事を伴う催し等 定員の50%以内

＜公演等以外の利用に係る収容制限＞
利用内容 収容率

会議・講習会等、大声での発声や飛沫の発生が想定されないもの 定員の100%以内
大声での発声や飛沫の発生、呼気が乱れる運動が想定される活動、調理・会食を伴う活動 定員の50%以内

【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、施設利用に制限を設けています。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
　・PCR検査等で陽性とされた者の濃厚接触者である場合
　・過去２週間以内に入国制限、入国後の観察期間を必要とされる国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある場合
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。
　・入場者数の制限緩和により、100%以内の収容率としている場合を除き、社会的距離（できれば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、窓や扉を開けて十分に換気してください。
　・ 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。
　・西宮市LINEコロナお知らせシステムや新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）への登録をお願いします。
　・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階ギャラリー及び３階会議室（中会議室301、小会議室302、303）については、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10月13日現在）

市民ホール・市立ギャラリーのご利用について



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
５（木） 14：00 木曜講座『勇猛かつ繊細─生誕100年を迎えた

映画俳優・三船敏郎の魅力を探る』無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

７（土） 10：00 ピティナ提携 ピアノコンクール 関係者 井上 登与美
☎080-5324-0094

12（木） 14：00 木曜講座『チェロを知る・聴く・楽しむ』 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

15（日） 17：00 ミュージカル『Les Misérables』 無料 ミュージカルサークル みーあキャット
☎080-6415-7416

19（木） 14：00 木曜講座『共倒れする日韓』 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

26（木） 14：00 木曜講座『西宮東高校卒業生が語る
　　　　　　─働くママが作家になるまで！』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

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
１（日） 15：30 第17回ふるさとの灯りコンサート 無料 吉田 悦子

☎090-2108-6753
８（日） 16：30 CELTSITTOLKEコンサート

〜てんこもりSession 2020〜オンライン配信トライアル公演
5,000円
オンライン配信2,500円

㈲ビートショップ
☎0797-25-5877

17（火） 18：30 六甲ヒルズ室内オーケストラ 
第５回プロムナードコンサート 無料 六甲ヒルズ室内オーケストラ

☎080-3785-1182（西村）
21（土） 19：00 増井一友先生に感謝のコンサート 無料 夙川ギターアンサンブル 古橋充吉

☎090-2015-7547
23（月・祝） 14：00 華麗なるチェロアンサンブルの響き 無料 チェロアンサンブル♯＆♭

☎06-6491-5208（藤井）
27（金） 10：00 阪神南ふるさとづくり応援事業 小澤俊夫さん講演会 

昔話が語る子どもの成長 1,000円 西宮ストーリーテリングの会
FAX 33-0252（田中）

28（土） 13：30 Liberte音楽堂 コンサート 無料 Liberte音楽堂
☎090-5166-2345（坂井）

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
１（日） 14：00 渡邉栄子と愉快な音楽仲間たち 2,000円 渡邉 栄子

☎080-1432-6186
13（金） 17：00 龍谷大学入試説明会 要事前申込 龍谷大学入試部

☎075-645-7887
18（水） 19：30 河合正人先生 特別公開授業 関係者 東進衛星予備校 西宮北口駅前校

☎65-9939
26（木） 19：00 西宮青年会議所「11月定例会」 関係者 一般社団法人 西宮青年会議所

28（土） 18：30
G・E-Japan エンターテイメント・ライブVol.4 3,000円

（小６以下1,500円）
株式会社G・E-Japan
☎072-819-711229（日） 12：30

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（日） 13：00 ピアノ発表会 ── とみおかピアノ教室

☎090-8650-9853
17（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

３ 19：00〜21：00 ハタヨガ ヨガ アサナ会
☎078-904-3714（内垣）

４・11・18・
25 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・17 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）
13 10：00〜17：00 フィルムカメラ無料査定会 フィルムカメラの査定・買取 ㈱nst

☎0120-973-519
14 14：00〜17：00 ビッグバンドの練習 合奏 さくらやまなみ楽団

☎080-6174-8238（矢口）
20〜23 10：00〜17：00

（〜16：00）書作展 木の温もりを感じられる
手作りの作品展

書道研究・泉会六甲支部
☎090-7887-9809



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朝日みお展
②酒匂渓香 書展「願〜きっと、また」
③是枝律子 手作り服展
④彩

さい

鳳
ほう

未生流 近代造花展

①11/５〜10　 ②11/12〜17 
③11/19〜24　 ④11/27〜29
いずれも11：00〜18：00
 ①②最終日17：00　③最終日14：00

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①ミヤケユキのカケラ展（日本画）
②日下義彦 水彩画個展
③海野芳樹 個展 平面と立体─時空を描く─

①10/30〜11/４ 10：00〜18：00（最終日17：00）
②11/７〜11 11：00〜17：00（最終日17：00）
③11/27〜12/２ 10：00〜18：00（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絵nishi展
②Pole Pole文化祭

①11/18〜23
②11/25〜30
いずれも11：00〜18：00（最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①ガラス工房 道化師 オリジナル作品展
②藤本章二郎 展
③那須潤子 展 手織り

①10/31〜11/３　
②11/５〜９　
③11/24〜29
いずれも11：00〜18：00（③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

「拓の会」日本画展 11/７〜８ 10：00〜18：00（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

中国名家名作展 11/27〜28 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。

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指定文化財公開展「西宮の漁労用具」

①通年
②10/31〜12/６
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

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

笹倉鉄平ちいさな絵画館
能登町11−17� ☎75−2401
10:00〜17:00（入館は16:30まで）火・水・木休

笹倉鉄平「北のイメージ」の国々を描いて 10/２〜12/21　400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16:30）月休

秋季展「東日本の縄文土器」 10/３〜12/６　200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
※11/３（火・祝）開館、11/４（水）休館

［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」

９/19〜11/23　500円
※記念館・酒蔵館共通券

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

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

11/３〜11/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）第９回 游画会展 心象風景・人物画・抽象等 稲田 峻

☎54-2045

11/３〜11/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）第18回 遊彩会水彩画展 水彩画 後藤 昭代

☎53-6443

11/10〜11/15 10：00〜17：00
（〜16：00）第８回 圓の会木版画作品展 木版画額装作品 柴田 陽三

☎32-6402

11/17〜11/22 10：00〜18：00
（〜17：00）陶房セラカフェゴッテ生徒作品展 陶芸 福田 典幸

☎66-4649

11/24〜11/29 10：00〜17：00
（〜16：30）第６回 水彩画教室展（ピエロS花みずき） 水彩画 石田 千津子

☎53-0301

11/24〜11/29 11：00〜17：00 藤水会展 水彩画 加藤 省吾
☎090-2106-0370


