
7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。

� 令和３年６月11日現在

■市民ホール・市立ギャラリーの利用について■
緊急事態宣言延長に伴い、令和３年６月20日（日）までの間、以下のとおり利用制限を行っています。なお、今後の状況に
より期間や制限内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
時間制限について
　市 民 ホ ー ル … 利用時間を20時までとします。ただし、催物を開催する場合は21時までとします。
　市立ギャラリー …  市民ギャラリーは通常通り18時まで、北口ギャラリーは19時までとします。このため、北口ギャラ

リー創作室の第４区分（19時から21時30分の区分）についてはご利用いただくことができません。
定員制限について
　入場者数を定員の50％以内とします。

※ 新型コロナワクチン接種促進のため、甲東ホール（ホール・展示室・会議室・調理室）がワクチン集団接種会場になります。甲東ホールで
のワクチン接種開始時期は６月下旬を予定していますが、会場設置準備のため、それより前の段階から対象施設をご利用いただけなくな
ります。皆様には多大なご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

■施設使用料の還付について■
緊急事態措置に伴う施設の利用制限や、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、既にお
納めいただいた使用料のうち使用出来なくなった区分の料金を全額還付いたします。詳細は各施設にお問い合わせください。

■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。
　・兵庫県新型コロナ追跡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。
　・調理や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。

緊急事態宣言に伴う市民ホール・市立ギャラリーの利用について

西宮市民会館 アミティ・ベイコムホール 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

30（金）
①10：30
②13：30

西宮市生涯学習大学「宮水学園」 関係者
西宮市地域学習推進課
☎35-5165



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

４（日） 12：00 西宮市保育士 就職フェア2021
入場無料
要事前申込

（一社）西宮市私立保育協会
☎080-2538-8016

24（土） 11：00 私立中学・高等学校 進学サポートフェア
入場無料
要事前申込

（株）大阪朝日広告社
☎06-6205-8081

26（月） 13：30
夏休み伝統芸能体験
〜能楽器にふれてみよう〜

1,000円
要事前申込

西宮能楽囃子普及会
sdmp423@gmail.com

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

23（金・祝） 10：30 f CREWS CONCERT 関係者 f CREWS

26（月） 未定 いづみ会ピアノ発表会 関係者
いづみ会
☎51-5423（池田）

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（木） 10：00 令和３年度 ダイヤモンド婚・金婚を祝う会 関係者
山口町老人クラブ連合会
☎078-903-0227（兼信）

15（木） 14：00 ゑびす寄席 1,500円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

22（木） 10：30 ピアノ発表会 関係者
みつばち会ピアノ教室
☎078-997-6418

27（火） 14：00 「宮水学園」山口地域講座 関係者
西宮市地域学習推進課
☎35-5165

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） 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

４（日） 13：00 第12回 グーターコンパス音楽発表会 関係者
グーターコンパス
☎37-6137

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

７/３〜７/10
10：00〜17：00

（〜15：00）
第70回 西宮市展

洋画・日本画・デザイン・
書・写真・彫塑/立体・工芸
の７部門

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

７/20〜８/１
10：00〜18：00

（〜16：00）
OUTOTSU版展 版表現作品

アトリエ凹凸
☎23-2629



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

①額と絵画の協演
②サマーアートコレクション

①〜７/14　②７/19〜８/４
いずれも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 手描きジャワ更紗展

７/２〜７　11：00〜18：00（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

「ちいさな展覧会 vol.2」〜my favorite things〜
７/６〜11　11：00〜18：00（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

董振懐山水画展
７/７〜11　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
※7/6〜7/16展示替えのため休館

①アラカルト展示６月号「今津村の宗旨人別帳」
②特別展示「街道と生きる─宿駅生瀬の歴史と文化財─」

①６/８〜７/４
②７/17〜８/29

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

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

夏季教室展「足もとの文化財」
６/12〜９/５
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
※８/17〜８/19は夏期休館

［記念館］夏季展「竹の魅力 再発見」
　　　　 酒資料室「お酒でのぞくミクロな世界」
　　　　 笹部さくら資料室「今日から君も桜博士」

７/21〜９/５
500円
※記念館、酒蔵館は共通券

堀江オルゴール博物館
苦楽園四番町7−1� ☎70−0656
案内時間①10：30②13：00③15：00月休

感染症拡大防止のため、本館内１階とロビーのみのご案内です
（通常より時間が少々短くなります）

４/１〜７/31　
900円
※入館は各案内時間の15分前から

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

７/６〜７/11 11：00〜17：00
（〜16：00）第18回サロン・セタンドール展 油絵・水彩画等 新宮 米三

☎078-857-0966

７/13〜７/18 10：00〜17：00
（〜16：00）宮谷真知子と仲間達展 刺しゅうをメインにした

クレイジーキルト
宮谷 真知子
☎49-2262

７/20〜７/25 10：00〜17：00 富嶽書道展 書道作品 澤岻 游龍
☎080-3812-5429

７/20〜７/25 10：00〜18：00
（〜17：00）第６回ぐるーぷ蒼西宮水彩画展 水彩画 菅生 正

☎0797-71-5963

７/27〜８/１ 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

７/27〜８/１ 10：00〜17：00
（〜16：00）十駕会・娯心会・芝蘭会合同書作品展 書道 西山 恵里香

☎090-2281-6494


