
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

14（日） 12：00 第11回 にしのみやなないろの音楽だより 吹奏楽 申込締切済 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3113

2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。

※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、３階会議室（小会議室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、3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３年１月12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

７（日） 13：30 2021青春の音楽祭♪ 申込締切済 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3113

25（木） 14：00 木曜講座『日本人初のオリンピック選手 金栗四三』 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

28（日） 11：00 オプス音楽教室発表会 無料 オプス音楽教室 野田 博之
☎41-4333

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

13（土） 11：00 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
いろいろにじ色クラシック 1,000円 アンサンブルくれよん

☎080-4027-5929（樋口）

16（火） 19：00 Wandarim presents 「Pray for…」
（公財）西宮市文化振興財団 FIGHT TOGETHER PROJECT Ⅱ 採択公演 3,000円 Wandarim

☎080-5632-8946（川原）

28（日） 13：00 ぽこあぽこ音楽教室ウィンターコンサート 無料 ぽこあぽこ音楽教室
☎090-6377-4664（佐伯）

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３年２月１日〜３月８日の間、音響工事のためホールを休館します。（３月９日は火曜定休日）
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。

※２月１日の抽選会（2022年度ご利用分）はホワイエで行います。

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

16（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

24（水）〜
28（日） ９：00 第11回山口フォトコンテスト作品展示 ─ 西宮山口ホール

☎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

２/２ 19：00〜20：00
20：00〜21：00 ハタヨガ ヨガ（２部制） アサナ会

☎078-904-3714（内垣）

２/３・10・17 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）

２/９・16 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）

２/13 14：00〜17：00 さくらやまなみ楽団の練習 ビッグバンドの練習 さくらやまなみ楽団
☎080-6174-8238（矢口）

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（日） 14：00 「心を、打つ」日本とアフリカを繋ぐ伝統
井上姉妹×ミロゴ・ベノワ 3,500円 Harmony Fields

☎55-9833

11（木・祝） 19：00 北口大輔（チェロ） 令和２年度 兵庫県芸術奨励賞受賞記念
アンサンブル ヴィトラ

2,500円
未就学児入場不可

西宮市フレンテホール
☎32-8660

21（日） ９：30 元気Kai ! 2021 in 兵庫
高齢者や低体力者の運動指導フォーラム

要事前申込
締切２/12（金）

NPO法人１億人元気運動協会
☎36-3729

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

２/18〜２/22 10：00〜17：00
（〜16：00）第21回フォト・キンロー展 写真の展覧会 フォト・キンロー

☎73-3054（竹下）



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

第11回コンテスト
─絵画を出品して好きな絵を選ぼう─

２/12〜17　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

大川辰男 個展 ２/23〜28
11：00〜18：00（最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

才村昌子 銅版画展
The winds awaken ２/23〜28　11：00〜18：00　無休

日 中 藝 苑 ギ ャ ラ リ ー
名塩ガーデン8−19� ☎090−4278−6687

日中藝苑新作展 ２/５〜６　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特集展示「掘りだされた西宮の歴史
　　　　　  ─2000年〜2020年の発掘調査展─」

①通年　
②前期：２/２〜28　後期：３/２〜28
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

競演 近代日本画　新旧コレクションの魅力
特集展示 没後10年 奥田善巳

２/20〜３/21
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

「よみがえる！浮世絵展」江戸の庶民が見た浮世絵がよみがえる
第１章　葛飾北斎「冨嶽三十六景」全46図（３/22まで）
第２章　喜多川歌麿「江戸の美人画」（４/１〜８/30まで）

通年
1,000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
※２/23（火・祝）開館、２/24（水）休館

［記念館］・節句の人形 
　　　　・酒資料室「お酒の容器 ク

年 代 記

ロニクル」 
　　　　・笹部さくら資料室「櫻男交友録」

１/30〜３/７
500円

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

２/２〜２/７ 10：00〜18：00
（〜16：00）第18回西宮美術協会クロスロード展 油彩・水彩・アクリル・ 

パステル・版画等
大森 良剛
☎34-0387

２/23〜２/28 10：00〜17：00
（〜16：00）第47回西宮日本画協会展 現代日本画・水墨画 遠藤 隆稔

☎63-7028

北口ギャラリー使用申込みの受付
令和３年下半期分（令和３年10月〜令和４年３月）の使用申込みを以下の通り受付けます。
受付日時:令和３年３月２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:令和３年10月５日（火）〜令和４年４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）

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

２/２〜２/７
（初日12：00〜）

10：00〜17：00
（〜16：00）

西陣美術織「祈りと美の回廊」 西陣美術織 国宝の仏像織
の掛軸と額装 約50点

西陣美術織 全国巡回展実行委員会
☎072-808-2223

２/12〜２/14 10：00〜17：00
（〜16：00）武庫川女子大学 書道研究室 卒業制作展 書道作品 武庫川女子大学 書道研究室

☎45-9723

市民ギャラリー使用申込みの受付　令和３年度下半期（令和３年10月〜令和４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２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:令和３年10月５日（火）〜令和４年４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）


