
5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。

■施設の利用制限について■� 令和 3 年 4 月13日現在
　令和３年４月７日から５月５日までの市民ホール（会議室・練習室等を含む）及び市立ギャラリーのご利用については、下記の通り
一部制限しています。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、最新の情報については各施設へお問合せください。
＜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

＜施設の利用時間に係る制限＞
（1）令和３年４月７日より前に予約がなされている場合
　 できる限り、20時までに退館していただくようお願いいたします。
　 ※ 施設利用条件が変わることに伴いキャンセルされる場合は使用料を全額還付いたしますが、キャンセルされずにご利用を希望される

場合、利用可能時間が短くなったことによる料金の減免、還付はできませんので了承ください。
（2）令和３年４月７日以降に予約された場合
　  下記の区分の新規利用申し込みを原則停止いたします。ただし、20時までに退館いただける場合は利用を認めますので、ご希望の方は各

施設にお問合せください。
　　 ・市民ホール：夜間区分（18時から22時）　・北口ギャラリー創作室：19時から21時30分までの区分
　 ※20時までの退館を条件としたご利用の場合でも、利用時間に応じた施設使用料の減免はできませんのでご了承ください。

■施設使用料の還付について■
　新型コロナウイルス感染拡大防止のためにご利用をキャンセルされた場合、当面の間は、既にお納めいただいた使用料を全額還
付いたします。詳細は各施設にお問合せください。

■ご利用にあたってのお願い■
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。
・社会的距離（できれば 2 m、最低 1 m）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は、施設管理者の指示に従ってください。

新型コロナウイルス感染症に係る市民ホール・市立ギャラリーの利用制限について

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

29（土） 14：00 西宮少年合唱団　入団式 関係者 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

30（日） ①14：00
②18：00 Mcrew Dance Studio ダンス発表会 無料 Mcrew Dance Studio

☎66-0275（高木）



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）

西宮市民会館アミティホールの愛称が変わります。
　西宮市が所有する施設の有効活用を図るため、市民会館アミティホールのネーミングライツ
（命名権）・パートナー（※）の募集を行った結果、次のとおり決定しました。
　6月1日以降にアミティホールで開催される催しのパンフレット等を作成される場合は、可能
な限り新しい愛称を記載いただきますようお願いいたします。

これまでの愛称 アミティホール
新しい愛称 アミティ・ベイコムホール
ネーミングライツ・パートナー 株式会社ベイ・コミュニケーションズ
使用期間 令和３年６月１日から令和６年３月31日まで

（※）ネーミングライツ・パートナーは、施設の名称に、愛称として企業名・商品名などを付けることができます。

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 入場料金等 お問合せ先

２（日） 13：30 兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部 第31回定期演奏会 200円 兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部
☎52-0185

４（火・祝） ①11：00
②14：30 よしもとお笑いライブ in 西宮 4,500円

前売完売の場合当日券なし
チケットよしもと
☎0570-550-100

５（水・祝） ①13：30
②18：00 ふれあいコンサート in アミティ2021「春」 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
☎0736-62-9963

９（日） 13：00 令和３年 金婚夫婦祝福式典 関係者 神戸新聞
☎078-362-7086

16（日） ①12：00
②14：30 市民コーラス大会 無料　要事前申込

4/25必着締切
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

28（金） 18：30 大島啓介 講演会 3,000円 桧山 智子
☎090-2076-4332

29（土） 13：30 ふれあいコンサート in アミティ2021「春」 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
☎0736-62-9963

30（日） 14：00 ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル 
音の泉コンサート2021

3,000円
※未就学児入場不可

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

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

９（日） 11：00 ベビクラ（ベビーカーで行くクラシックコンサート） 2,000円 西宮市フレンテホール
☎32-866014：00 かぞくら─60分で世界一周─ 2,000円

22（土） ①11：00
②14：00 第16回フレンテ寄席 素人寄席・てんてん 無料 西宮都市管理（株）

☎32-8686

23（日） 11：00 15周年グリーンコープ生協ひょうご生誕祭 無料　要事前申込 グリーンコープ生協ひょうご
☎072-777-7641

24（月） 19：00 オンライン開催
講演会「少子化問題の原因と私たちができること」

要事前申込
※会場参加は定員あり

西宮青年会議所
☎33-1615

26（水） ①10：30
②13：00

令和３年度一般社団法人西宮市手をつなぐ育成会
定時総会・研修会 ─ （一社）西宮市手をつなぐ育成会

☎33-7713

28（金） 15：30 大学・短期大学・専門学校 進学相談会 無料 （株）さんぽう
☎06-6300-7039

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（土） 13：00 ピアノ発表会 無料 リトルピアニスト

４（火・祝） 未定 ピアノ発表会 関係者 松本 邦子

15（土） 16：00 スタジオリトル 第12回発表会 関係者 スタジオリトル
☎090-8369-2845

16（日） 14：00 JAZZ SINGERS SPECIAL Vol.15
〜永遠のスタンダード・ソングブック〜 3,000円 NPO法人 関西ジャズ協会

☎06-6442-0370

20（木） 未定 第57回 日伊声楽コンコルソ2021 １次予選 関係者 （公財）日伊音楽協会
☎03-6277-5229

29（土）
10：00 学校法人雲雀丘学園中学高等学校 学校説明会 要事前予約 学校法人雲雀丘学園中学高等学校

☎072-759-1300

14：00 立命館中学校・高等学校
2022年度入試 学校説明会・入試相談会 要事前予約

立命館中学校・高等学校
http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/
☎075-323-7111

30（日） 14：00 ヌキテパ vol.13 関係者 太田 寛子

協定締結式での
㈱ベイ・コミュニケーションズ竹間社長（写真左）と

石井西宮市長（写真右）



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

陶磁三人展 馬川晴美・箱崎竜平・村田肇一 ５/20〜25　11：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

アートポスターコレクション展 ５/14〜６/９　10：00〜18：00　※入館17：30まで
（最終日17：00）　木休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①是枝律子 和布の衣展「麻・絹・ジャワ更紗」
②パーチメントクラフト展

①５/10〜15　11：00〜18：00（最終日16：00）
②５/20〜23　11：00〜18：00（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

馮祥雲芸術展 ５/12〜16　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パネル展示「西宮歴史調査団15年のあゆみ」
③アラカルト５月号「旧西宮町宗旨人別帳２─浜東町の分割─」

①通年　無料
②４/10〜５/30
③５/11〜６/６

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

石内都展 見える見えない、写真のゆくえ ４/３〜７/25　
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（入館は15：30まで）月休

第125回展観 黒川古文化研究所名品展
─古墳の考古遺物・江戸の好古図譜─

４/17〜５/30　
※５/３（月）開館、５/６（木）休館
500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）月休

春季展「富岡鉄斎展」 ３/27〜５/５
200円

酒ミュージアム（白鹿記念酒造博物館）
鞍掛町8−21� ☎33−0008
10:00〜17:00（入館は16:30まで）火休

令和３年春季展 
笹部さくらコレクション「江戸に桜

はな

ひらく」

３/20〜６/６
※５/４（火）開館、５/６（木）休館
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

４/27〜５/２ 11：00〜17：00
（〜15：00）「柘

ざく

榴
ろ

の杜
もり

」絵手紙二人展 絵手紙及び関連作品 垣原 美香
☎090-7882-9000

４/29〜５/２ 10：00〜17：00
（〜15：00）養愚会書作展 書道 金野 芳春

☎075-955-0978

５/４〜５/９ 10：00〜18：00
（〜17：00）第一回DIFFERENT絵画写真展 絵画・写真 河村 琢磨

☎090-9098-5728

５/11〜５/16 11：00〜18：00
（〜16：00）第19回 関西パステル画会連合展 パステル画 天羽 均

☎090-1150-5174

５/18〜５/23 10：00〜17：00 西宮写真美術協会 第30回写真展 写真（風景・スナップ・造形等） 飯田 敏郎
☎090-8166-1744

５/18〜５/23 10：00〜17：00
（〜16：00）第26回グループまんで展 水彩画 横山 實夫

☎52-7166

５/25〜５/30 10：30〜17：00
（〜16：00）雑派展 油絵等 木下 敏彦

☎090-3827-3864

５/25〜５/30 10：00〜17：00
（〜16：30）画楽彩水彩画展 水彩画 杉本 富雄

☎64-0168

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（土） 18：00 ピアノとダンスによるショピニアーナ 2,800円 上念 省三
☎090-9862-6510

８（土） 13：30 第119回リープクライネスコンツェルト 無料 リープクライネスコンツェルト
☎52-3826（森重）

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

18（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
☎35-5465


