
9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。

　兵庫県下において感染拡大防止に向けた措置や対策が実施されている期間、西宮市民ホール・市立ギャラリーは定員制
限や時間制限を伴う開館、あるいは臨時休館等となる場合がございます。最新の状況については、西宮市や各施設のホー
ムページをご覧いただくか、又は各施設へ直接お問合せください。

■施設使用料の還付について■
　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合せください。
　なお、キャンセルされずにご利用を希望される場合、施設の利用制限による使用料の減免、還付はできませんのでご了承
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。

市民ホール・市立ギャラリーの利用について

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

９（木） 14：00 木曜講座�第１回『心と体を整えるヨガ〜柔らかい関
節と深い呼吸と笑顔！〜』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

16（木） 14：00 木曜講座�第２回『東京オリンピック・パラリンピッ
クを振り返る─大会が生み出した正負の遺産』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

18（土） 13：30 第13回�鳴尾高校音楽祭 関係者 兵庫県立鳴尾高等学校
☎47-1324

23（木・祝） 11：00 第９回ODORI邦舞のつどい 無料 ODORI実行委員会
☎090-2012-6586（浜）

30（木） 14：00 木曜講座�第３回『承久の乱と北条義時』 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

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

５（日） 未定 マコロサワコ�バレエクラス�第１回発表会 無料 マコロサワコ
☎080-1487-1741

11（土） 未定 KANUN�SHIPS�DANCE�RECITAL�vol.9 2,700円 スタジオ�カヌン
☎74-5580

15（水） 14：00 心のうた2021 無料 唱歌の学校
☎26-6518

26（日） 14：00 西宮市吹奏楽団�第56回定期演奏会（再振替公演） 500円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146



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

11（土） 14：00 第20回西宮市医師会�市民フォーラム
もしかして病気？〜その息切れ〜 要事前申込 西宮市医師会�西宮医療連盟

☎26-0662

20（月・祝） 13：30 JAMPOTタップダンススペース発表会
Happy�talk〜1st�Swingin'〜 3,800円 Office�JAMPOT

�jampot.tap@gmail.com

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

８/31〜９/５ 10：00〜17：00
（〜16：00）ゆう展 水彩画 実田�安男

☎080-5420-3576

９/７〜９/12 10：00〜17：30
（〜16：00）第39回アトリエ甲風画苑展

洋画・日本画・水彩画・
書道等

小野�公
☎67-9174

９/14〜９/19 10：00〜17：00 冬道会作品展 水彩画 小林�冬道
☎090-1966-8139

９/14〜９/19 10：30〜17：30
（〜16：00）雑派展 水彩・油彩・デッサン 木下�敏彦

☎090-3827-3864

９/14〜９/19 10：30〜17：00
（〜16：00）第20回西宮現代美術研究会展 油彩画・水彩画・その他 伊藤�弘之

☎26-4040

９/21〜９/26 10：00〜17：00
（〜16：00）フォトランダム・フォトくすのき合同写真展 写真 鈴森�惇

☎22-3011

９/21〜９/26 10：00〜17：00
（〜16：00）アートコロ展 洋画 森本�正義

☎22-6080

９/21〜９/26 10：00〜18：30
（〜17：00）

日本リアリズム写真集団阪神支部
第17回写真展 写真（風景） 松村�佳人

☎078-731-8407

９/28〜10/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）西宮日本画協会�秋の新作展 現代日本画・水墨画他 遠藤�隆稔

☎63-7028

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

４（土） 13：30 オータムコンサート 関係者 ぴあののおしえ
☎090-3267-7086

13（月） 18：30 Trois�Lueur�きらきらとろぴりお
第１回不定期演奏会 500円 Trois�Lueur

�hashitanaki.hagepage@gmail.com

19（日） 13：30 Musicalore�vol.6�CHOOSE�ONE‼ 2,000円 Musicalore
☎080-5784-6117（大山）

20（月・祝） 13：30 ピッコロ�コンチェルト 関係者 ピッコロ・コンチェルト
☎0797-22-3958

23（木・祝） 13：00 林バイオリン教室発表会 関係者 林バイオリン教室
─

26（日） 13：00 映画鑑賞会「おかあさんの被爆ピアノ」
＆被爆ピアノコンサート 3,500円 西宮市プレラホール

☎64-9485

30（木） 18：30 音楽の贈り物〜世界の国から〜 3,000円 AMAZOC
☎090-3973-7644

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

９/７〜９/12 10：00〜18：00
（〜16：00）「好きなこともっと…」展 油絵、水彩画、アクリル画 アート・ポイント

☎23-2629

９/７〜９/12 10：00〜17：00 第11回アトリエ凹凸版画教室作品展 版画 NPO法人アトリエ凹凸
☎23-2629

９/14〜９/17 10：00〜16：00
（〜13：00）第54回�西宮市高齢者作品展

絵画・書・写真・工芸の
４部門

西宮いきいきクラブ
☎34-3334

９/14〜９/19
（初日12：00〜）
10：00〜17：00

（〜16：00）
西陣美術織全国巡回展 西陣美術織 西陣美術織全国巡回展実行委員会

☎072-808-2223

９/21〜10/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）第65回西宮美術協会展 絵画 西宮美術協会

☎34-0387



※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
※�８/31〜９/３は展示替えのため休館

常設展示「西宮の歴史と文化」 通年　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

2021イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 ８/21〜９/26　1,200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（祝日の場合はその翌日）

「よみがえる！浮世絵展」第３章�東洲斎写楽「江戸の役者絵」
“活動期間10か月�忽然と姿を消した謎の絵師”
※特別展は９/９まで入替準備、常設展示は平常通り。

９/10〜３/21　1,000円（通年）

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

①笹倉鉄平“やすらぎ”感じる作品展
②笹倉鉄平“光”に癒される作品展

①７/９〜９/６
②９/24〜12/20
いずれも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）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

①夏季展「竹の魅力　再発見」
②酒資料室「お酒でのぞくミクロな世界」
③笹部さくら資料室「今日から君も桜博士」
④秋季展「躍動する人」

①②③７/21〜９/５�共通券500円
②③④９/18〜11/23�共通券500円

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

14（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

23（木・祝） 13：30 ちょっとティタイムライブ３ 500円 県民交流広場・北六甲台校区協議会
☎090-3273-7489（佐藤）

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見崎彰広・務川めぐみ�二人展「ある庭、あき地」
②的場カヨ版画展「天色小箱」
③いわさき智沙「いっしょにワンダホー」
④ふしぎな額縁とちいさな作品展〜額縁で旅する色とりどりの世界〜

①９/２〜７　②９/９〜14
③９/16〜21　④９/23〜28
いずれも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

①第39回アトリエ甲風画苑展
　（会場�西宮市立北口ギャラリー）
②和田明美日本画展�響〜ひびき〜

①９/７〜12　10：00〜17：30（最終日16：00）
②�９/24〜29　11：00〜18：00（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ひかりふる
②「a�harvest�festival」いちかわともこ
③陶三人展�─実りのうつわ─

①９/１〜６　②９/15〜20　③９/22〜27
いずれも11：00〜18：00（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

①西岡秀樹「シロとクロとその間の個展」
②chitose�chitose個展「CHIMIMORYO」
③「おおきい、ちいさい」たけうちちひろ切り絵原画展

①８/31〜９/５　②９/14〜19　③９/23〜30
いずれも11：00〜18：00（②③最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

①umeco作品展「わたしのおはなし」
②おはなしのたね�あいざわふみ作品展
③「午後の旅気分＠わびすけ」展

①９/２〜７　②９/17〜22　③９/25〜10/３
①②11：00〜18：00（最終日17：00）
③13：00〜17：00　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

金祥龍芸術展
９/１〜５　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約

※上記すべて「西宮ぎゃらりーさんぽ（西宮ギャラリー連絡会主催）」関連展示会


