
令和２年度 ホール等実演芸術公演サポート事業（FTPⅡ）採択公演一覧

主催者 公演名 実施日 開演時間 終演時間 実施会場 入場料

リトミック研究センター兵庫第一支局 ピアノ即興演奏会 令和2年8月6日（木） 17時30分開演 19時終演 なでしこホール 3,300円（前売・当日ともに）

藤間　志揮城
志苑会設立50周年記念公演「志揮城の
会」

令和2年9月3日（木） 12時00分開演 16時40分終演
西宮市民会館 アミ
ティホール

前売5,000円、当日5,000　円

スイング西宮♪
スイング西宮　第9回公演～Phantom of
Swing Nishinomiya

①令和2年9月18日（金）
②令和2年9月19日（土）

①18時30分開演
②14時開演

①20時30分終演
②16時終演

西宮市フレンテホー
ル

前売4,000円、当日4,500円

上方オペラ工房 ひっそりと！２０周年コンサート 令和2年10月17日（土）
①14時開演
②17時開演

①15時10分終演
②18時10分終演

西宮市プレラホール 前売2,500円（当日券販売なし）

フォートワースジャンボリー実行委員会 Fortworth Jamboree2020 令和2年11月8日(日) 14時開演 19時終演
西宮市民会館 アミ
ティホール

前売3,500円

飯沼　京子 飯沼京子　いま(2020年)を歌う 令和2年11月10日（火） 14時開演 16時終演 西宮市甲東ホール 当日2,000円

湯井一葉シャンソンリサイタル実行委員会 湯井一葉シャンソンリサイタル 令和2年11月14日（土） 14時30分開演 16時10分終演 西宮市プレラホール 前売5,000円、当日5,500円

岡本三千代 万葉うたがたりコンサート～40周年記念～ 令和2年11月21日（土） 13時30分開演 16時30分終演
西宮市フレンテホー
ル

当日3,000円

江川バレエスクール 第66回江川バレエスクール発表会 令和2年11月23日（月） 18時開演 20時30分終演
兵庫県立芸術文化
センター　中ホール

3,000円

桃色JAZZ楽団
３ビッグ　ビッグバンド　ジョイント　コンサー
ト

令和2年11月28日(土) 18時30分開演 20時30分終演
西宮市フレンテホー
ル

前売1,000円（当日券販売なし）

稲葉　和裕
稲葉和裕 能楽堂コンサート－歌と映像で
綴るストーリー・ソング

令和2年11月28日（土） 14時開演 16時終演 西宮能楽堂 前売3,500円、当日4,000円

株式会社Ｇ・Ｅ－ＪＡＰＡＮ
Ｇ・Ｅ－ＪＡＰＡＮエンターテイメント・ライブ
Vol.4

①令和２年11月28日（土）
②令和２年11月29日（日）

①18時30分開演
②12時30分開演

①20時30分終演
②14時30分終演

西宮市プレラホール
一般2,600円(当日3,000円)、小6以
下1,300円(当日1,500円)

CHAMBER LIVE実行委員会 CHAMBER LIVE 2020！ 令和2年12月6日（日） 14時開演 16時終演
兵庫県立芸術文化
センター　神戸女学
院小ホール

1,000円（前売・当日ともに）

石西　裕子 えほんおはなし能舞台 令和2年12月12日（土） 13時30分開演 15時終演 西宮能楽堂
一般前売1,000円、学生・障がいの
ある方500円

みんなげんき 幼児教育研究会 みんなげんき クリスマスコンサート 令和2年12月20日(日）
①11時開演
②14時開演

①12時15分終演
②15時30分終演

西宮市フレンテホー
ル

一般前売1,000円、一般当日1,200円、
高齢者前売600円、高齢者当日1,200
円、2歳以上の未就学児1,200円
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笑福亭松喬 笑福亭松喬一門会in西宮能楽堂 令和2年12月26日（土） 14時開演 16時30分終演 西宮能楽堂 前売・当日3,000円

モガリ　真奈美 踊るインド神話 モガリ真奈美 公演会 令和2年12月27日（日） 13時30分開演 15時30分終演
西宮市フレンテホー
ル

一般3,000円、学生・障がいのある
方1,500円（当日各５００円増）

廣瀬信夫 雅楽ムジーク♪アルヒーフ 第2回 令和3年1月9日（土） 14時開演 15時30分終演 西宮能楽堂 前売2,000円、当日2,500円

人形芝居えびす座
えべっさんがやってきた～二胡演奏とえ
べっさん～

令和3年1月11日（月・祝）
①14時開演
②18時開演

①15時30分終演
②19時30分終演

西宮能楽堂
一般前売2,000円、学生前売1,000
円（当日各500円増）

久保洋子 久保洋子コンサート（仮称） 令和3年1月13日（水） 19時開演 21時終演
兵庫県立芸術文化
センター　神戸女学
院小ホール

3,000円

渡部里紗 アンサンブルコンサート(仮） 令和3年1月14日（木） 19時開演 21時終演
兵庫県立芸術文化
センター　神戸女学
院小ホール

前売2,000円、当日2,500円

嶋本　晃
たのしいリサイタルシリーズ第16弾 またま
た！上方男四人衆＋１！

令和3年1月15日（金） 14時開演 16時終演
兵庫県立芸術文化
センター　神戸女学
院小ホール

一般3,000円、学生1,000円（前売・
当日ともに）

Sur la Pointe Ballet Sur la Pointe Ballet 第7回発表会 令和3年1月16日（土） 16時30分開演 19時終演
西宮市民会館 アミ
ティホール

前売1,500円、当日2,000円

宮野　晶子 永井譲先生 卒寿お祝いコンサート 令和3年1月16日（土） 13時30分開演 16時終演
兵庫県立芸術文化
センター　神戸女学
院小ホール

前売2,500円

的場 純子
大切なあなたへ　テノールとピアノで綴る
シューマンの手紙

令和3年1月17日（日） 14時開演 15時30分終演 西宮市甲東ホール
一般2,500円、学生1,500円（当日
各500円増）

三瀬直子 三瀬直子 室内楽 リサイタル 令和3年1月20日（水） 19時開演 21時終演 西宮市プレラホール
一般2,500円、学生1,500円（前売・
当日ともに）

山口　安紀子 山口安紀子・桝貴志デュオリサイタル 令和3年1月22日（金） 14時開演 16時終演
兵庫県立芸術文化
センター　神戸女学
院小ホール

前売・当日3,000円

梅若　雄一郎 四季に舞う「能」 令和3年1月23日（土） 14時開演 15時30分終演 西宮能楽堂 前売2,000円、当日2,500円

ムジカローレ Musicalore Vol.5 オペラ「ラ・ボエーム」 令和3年1月24日（日） 17時開演 19時30分終演 西宮市プレラホール 前売3,000円、当日3,500円

貞光 智宣 ナニワノヲト西宮公演（仮) 令和3年1月27日（水） 19時開演 20時終演 西宮能楽堂 1,000円（前売・当日ともに）
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打楽器アンサンブルユニットＲＯＯＭｓ Go To TraveROOMs 令和3年1月29日（金） 18時30分開演 20時終演 西宮市甲東ホール
一般前売2,000円、学生1,500円
（当日各500円増）

志賀俊亮
ピアノと声楽でたどる戦後日本の作曲家I
～芥川也寸志、團伊玖磨、中田喜直

令和3年1月30日（土） 18時開演 19時45分終演
西宮市フレンテホー
ル

一般1,500円、学生・高齢者・障が
いのある方1,200円（前売・当日とも
に）

さくらいりょうこ夢とオカリナ実行委員会 さくらいりょうこ　音楽と語り 令和3年1月30日（土） 14時開演 16時終演 なでしこホール 前売3,300円、当日3,850円

齊藤　明日香
ちょっとはやめのバレンタインコンサート
Part1＆2

令和3年2月6日（土） 13時30分開演 15時30分終演
西宮市フレンテホー
ル

通しチケット2000円、Part1のみ
1000円

和太鼓 井上姉妹 井上姉妹 × Benoit Millogo 令和3年2月7日（日） 14時開演 16時終演
西宮市フレンテホー
ル

一般前売3,000円、学生前売2,000
円（当日各500円増）

K'Classic アンサンブル・ヴィトラ VOL.5 令和3年2月11日（木・祝） 19時開演 21時終演
西宮市フレンテホー
ル

一般2,500円、西宮市在住2,300円
（前売・当日ともに）

立花 香寿子 Shall We 能 Noh ？ 令和3年2月13日（土） 14時開演 16時30分終演 西宮能楽堂
一般前売3,500円、学生前売2,000
円（当日各500円増）

アンサンブルくれよん
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』

令和3年2月13日（土） 11時開演 12時終演 西宮市甲東ホール
一般1,000円、0歳～小学生300円
（前売・当日ともに）

Wandarim Wandarim presents「Pray for …」 令和3年2月16日（火） 19時開演 20時終演 西宮市甲東ホール
一般前売2,500円、学生前売2,000
円、障がいのある方前売1,000円、
（当日各500円増）

リーナ★リーナ リーナ★リーナ 令和3年2月21日（日） 13時開演 16時終演 なでしこホール 前売3,300円、当日3,850円

ミナル舞の会 イノリノカタチ　2021.2.21 令和3年2月21日（日） 14時開演 16時終演 西宮能楽堂 前売3,000円

関西琉球舞踊研究所 舞の会（仮） 令和3年2月23日（火・祝） 14時開演 17時終演 西宮能楽堂 前売1,000円、当日1,500円

千原英喜 千原睦子ソプラノリサイタル 令和3年2月24日（水） 19時開演 20時30分終演
兵庫県立芸術文化
センター　神戸女学
院小ホール

前売・当日3,000円

花仁会 日本舞踊と平家物語の夕べ 令和3年2月27日（土）
①14時開演
②17時開演

①16時終演
②19時終演

西宮能楽堂 前売3,000円、当日4,000円

W.A.クラシック音楽の会 第25回　名曲のひととき 令和3年2月27日（土） 14時30分開演 16時15分終演 西宮市甲東ホール 2,000円


