
11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。

　・入場数の管理を行うとともに、入場制限・誘導等の入場者の整理等を行ってください。
　・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
６（土） 17：00 ミュージカル『Wicked』 無料 ミュージカルサークル�みーあキャット

☎080-6415-7416

11（木）
14：00

木曜講座�第７回『生で聴くルネサンスの無伴奏合唱曲
〜ジョスカン・デ・プレ没後500年〜』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-601318（木） 木曜講座�第８回
『生きている恐竜の世界─絶滅、復興、そして繁栄─』

20（土） 18：00 同志社女子大学音楽学科�田端直美・福田亨�門下生による
第６回アンサンブルコンサート 無料�要整理券 大湾�咲季

☎080-8345-7399

25（木） 14：00 木曜講座�第９回『香港と一国二制度のゆくえ』 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

28（日） 13：30 2021青春の音楽祭♪メモリアル
〜恩師�安田勝亮先生を偲んで〜 無料�要事前申込 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3113

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
14（日） 14：00 サウスウィンド吹奏楽団 無料 サウスウィンド吹奏楽団

☎41-2430（浅井）

21（日） 14：00 フォートワース・ジャンボリー 全席指定　3,800円
※前売のみ（当日券なし）

フォートワース
☎39-1923

25（木） 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
6（土） 14：00 セレノグラフィカ×田村緑『セレムータ』市民参加ダンス公演

新作初演�千花模様〜耳をこらす、目をすます〜 2,800円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

12（金） 19：00 ピアノと声楽でたどる戦後日本の作曲家Ⅱ 1,500円 上念
☎090-9862-6510

13（土） 14：15 大阪音楽大学�専攻科生による�オータムコンサート 申込締切済 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

14（日） 15：00 The�Sound�of�Life�生命の響き 3,500円 NPO法人�太鼓芸術�鼓宮舞
☎090-5150-3785（外山）

17（水） 19：00 ユーフォニアムの魅力XIV�〜音の展覧会〜 2,500円 坂岡
☎090-3615-1701

18（木） 16：30 Tango�アモール�2021�in�Nishinomiya 2,800円 ビバアルテ
☎41-8312（山中）

19（金） 14：30 上方オペラ見聞録�その八
オペラ『Il�Ventaglio』ができるまで① 1,000円 上方オペラ工房

☎090-3990-7520（伊原）

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
３（水・祝） 10：30 感謝の響き�vol.12�Autumn�Concert 無料 新居�靖子� �mail@musikbell.com

☎080-5709-4992

６（土） 13：00 チャリティーイベント・西宮市プレラホールスタッフコンサート
〜名曲クラシック編〜 1,000円 西宮市プレラホール

☎64-9485

11（木） 14：00 ぐるっぽユーモアコンサート�オペラ『愛の妙薬』より 無料�要予約 ぐるっぽユーモア
☎40-3401

13（土） 19：15 第26回「名曲のひととき」 2,000円 W.A.クラシック音楽の会� �wakurasikku@yahoo.co.jp
☎090-8524-6753（内野）

15（月） 17：30 関西大学入試説明会 要予約 関西大学
☎06-6368-1121

18（木） 19：15 今井宏�先生�特別公開授業 関係者のみ 東進衛星予備校�西宮北口校
☎65-9939

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
７（日） 16：30 CELTSITTOLKE�コンサート

〜てんこもり�Session�2021〜 5,000円 ☎0797-25-5877（有）ビートショップ
☎51-5144（甲東ホール）

21（日） 13：00 MOA美術館西宮児童作品展�表彰式 無料 ☎53-1600（中本）

27（土） 14：30 ギターカルテット・リサイタル 2,500円 増友の会（ますとものかい）
☎090-6055-1856（サクマ）

甲東ホール展示室 アプリ甲東4階
開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先
11/19〜11/21 10：00〜19：00

（〜15：00）MOA美術館西宮児童作品展 絵画展示 ☎53-1600（中本）

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
11/２〜11/７ 10：00〜17：00

（〜15：00）
オアシスロード50周年記念
絵画・写真展／今昔資料展 絵画・写真 オアシスロード50周年記念事業実行委員会

☎26-3965

11/２〜11/７ 10：00〜17：00
（〜15：00）

オアシスロード50周年記念
子ども絵画・作品展 子どもたちの作品 オアシスロード50周年記念事業実行委員会

☎090-2108-4748

11/12〜11/14 10：00〜17：00
（〜16：00）第１回�muku＋こども書道展�桜梅桃李 書道作品 muku＋

☎080-4499-0969

11/16〜11/21 10：00〜17：00
（〜16：00）第７回�星美会�書道作品発表会 書道作品 星美会書道

☎31-3551

11/23〜11/28 10：00〜17：00
（〜16：00）油彩画グループ「月曜会」第10回作品展 油彩画 油彩画グループ月曜会

☎72-4687

11/27〜11/28 10：00〜17：00
（〜16：00）古布と糸の手仕事展

古布の手織りタペストリー、リ
フォーム洋裁・バッグなど500点

手織り工房�きぼう
☎090-1146-5889

11/30〜12/５ 10：00〜17：30
（〜16：00）Club�SEI-G�芦屋フォトゼミナール展 写真 写真楽園Club�SEI-G

☎090-4144-6368



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
11/２〜11/７ 10：00〜17：00

（〜16：00）第30回�西宮写真美術協会�写真展 写真 飯田�敏郎
☎090-8166-1744

11/２〜11/７ 10：00〜18：00
（〜15：00）写塾AIM写真展 写真 林田�弘

☎090-7963-2856

11/２〜11/７ 10：00〜17：00
（〜16：00）こなから会�作陶展 陶芸作品 稲上�義之

☎090-1718-8262

11/９〜11/14 10：00〜17：00
（〜16：30）永田教室�合同写真展（第７回） 写真 永田�収

☎070-6686-5117

11/16〜11/21 10：00〜18：00
（〜17：00）第70回記念�白光西宮�写真展

写真
（風景・人物・鳥・建物他）

木股�滋樹
☎66-1116

11/23〜11/28 10：00〜18：00
（〜17：00）第７回�サロン・ド・コーナンOB展

油絵・水彩画・パステル
画・日本画・工芸品等

本田�佑一
☎48-3496

11/30〜12/５ 10：00〜17：00
（〜16：00）水彩画遊彩会展 水彩画 丹羽�美保子

☎52-7084

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指定文化財公開
　「永福寺の高野四社明神画像」（西宮市指定重要有形文化財）
②特集展示「道しるべ─西国街道・中国街道をたどる─」

①11/２〜14
②11/16〜12/19
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16：30まで）水休

プロダクト・デザイナー�喜多俊之�展 10/９〜12/５　1,200円
11/３（水・祝）開館�11/４（木）休館

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126回展観�漢字の象形─文字の賞玩 10/16〜11/28　500円

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

笹倉鉄平�“光”に癒やされる作品展 ９/24〜12/20　400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秋季展「躍動する人人」
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」

いずれも９/18〜11/23　
共通券500円
11/23（火・祝）開館

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）

10/１〜12/25　
900円
※入館は各案内時間の15分前から

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森川蒼
そう

�日本画展
②利夫�ひとり展
③トールペイント教室展

①11/４〜９　②11/18〜23　③11/28〜30
いずれも11：00〜18：00（①③は最終日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12回日下義彦�水彩画サロングループ展
　第21回日下義彦�水彩画小品展
②〔第１展示室〕番齋�個展
③〔第２展示室〕愛宜�曼荼羅原画展
④和田明美�日本画展

①11/６〜10　11：00〜17：00（最終日16：00）
②11/19〜24　10：00〜18：00（初日13：00〜　最終日17：00）
③11/19〜23　11：00〜18：00（初日13：00〜　最終日16：30）
④11/26〜12/１　10：00〜17：00（初日13：00〜　最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

小嶋碧�個展「ガラスの夢…冷たい人」 11/１〜７　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

宋新江�山水画展 11/３〜７　13：30〜16：00（最終日15：30）
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。

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
23（火・祝） 14：00 関西プロオーケストラ等で活躍中のトッププレーヤー

10名での魅惑の金管アンサンブルコンサート 2,500円 西宮市山口ホール
☎078-904-2760


