
12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。

■施設使用料について■
　関係者に新型コロナウイルス陽性者が確認される等やむを得ずご利用いただけなくなった場合は、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、施設の利用制限による使用料の減免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。

　・入場者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。
　・�個々の利用内容等により、感染症対策の必要性や水準等が異なること等に鑑み、業種ごとのガイドラインがある場合
はこれを厳守してください。

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

11（土） 14：00 ファミリーコンサート 無料　要事前申込 さくらムジカオーケストラ
☎090-6646-2389（佐藤）
年末年始の休館日　12/28〜１/４

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） 15：00 にしのみやオペラ
支配人は見た！〜緞帳裏から垣間見る人生喜劇２題〜 5,500円�ほか にしのみやオペラ実行委員会

☎070-4473-9260

10（金） ①10：30
②14：00

名画鑑賞会�二人のヘプバーン
①キャサリン・ヘプバーン『愛の調べ』
②オードリー・ヘプバーン『ローマの休日』

1,000円�ほか （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

11（土） ①12：30
②16：00 よしもとお笑いライブ�in�西宮 4,500円 チケットよしもと

☎0570-550-100

12（日） 14：00 2021さよならコンサート 申込締切済 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

15（水） 18：30 阪神クリスマスフェスティバル 無料 阪神クリスマスフェスティバル実行委員会
☎0797-73-6076

16（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

19（日） 14：00 第９回Ailes�Ballet�School�発表会 要整理券 Ailes�Ballet�School
☎080-4019-0320（國丸）
年末年始の休館日　12/28〜１/４



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

12（日） 13：30 ラボ国際交流センター�テーマ活動発表会 無料 ラボ国際交流センター
☎70-6579（藪）

26（日） ①11：30
②14：00 JAZZ、�LIVE�NOW�! 2,500円　ほか 西宮市フレンテホール

☎32-8660

ギャラリーフレンテ フレンテ西宮4階
火曜休館（祝・休日の場合は翌営業日休館）

開催期間 時間（最終日） 展 覧 会 名 称 内　　容 お問合せ先

12/10〜12/12 11：00〜17：00
（〜16：00）手作り作品展示販売

手作りポシェット・パッチワーク・
革製品の小物・ドライフラワー
等の手芸品展示販売

和本
☎67-1727

年末年始の休館日　12/28〜１/４

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 にしのみや人権フォーラム�家田荘子さん講演会
一緒に生きて行きましょう〜もう少しだけ強く、優しくなりたいあなたへ〜 申込締切済 西宮市教育委員会�人権教育推進課

☎67-0075

５（日） 14：00 あけぼの会〜浄瑠璃と唄・日本舞踊の世界〜 2,000円 あけぼの会事務局
☎078-230-3310

11（土） 14：00 つながろう仲間たち�in�プレラ�ゴスペル編�
1dayワークショップ 2,500円　要予約 西宮市プレラホール

☎64-9485

19（日） 10：00 みんなげんき�クリスマスコンサート 1,000円（当日券） みんなげんきジム
☎26-0020

24（金） 18：30 あけぼの会〜浄瑠璃で味わう冬物語〜 2,000円 あけぼの会事務局
☎078-230-3310

25（土） 13：30 Il�Saggio�Musical〜Natale〜 無料 Musica�Insieme
☎

27（月） ①13：30
②17：30 Studio�LATIR�Thankful�Stage�2021 2,500円　ほか Studio�LATIR�☎078-651-1121

�latir_contact@yahoo.co.jp
年末年始の休館日　12/28〜１/４

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

９（木） 14：00 陸上自衛隊第３音楽隊演奏会 入場無料
要入場整理券

西宮市山口ホール
☎078-904-1367

10（金） 10：00 アートフラワー展示・販売会 ─ アートフラワー美花
☎080-5303-3464（山本）

16（木） 11：30 Lunch�Time�Concert 1,000円 西宮市山口ホール
☎078-904-2760

18（土） 15：15 クリスマス会＆ビンゴ大会 チケット制
先着60名

西宮市山口児童センター☎078-904-2055
西宮市山口ホール☎078-904-2760
年末年始の休館日　12/29〜１/３

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

５（日） 13：30 能「西宮」を聴こう！ 無料 能「西宮」を謡おう！実行委員会
☎090-8235-4876（沖）

25（土） 16：00 フルートアンサンブル�SAKURAジェンヌ
クリスマスコンサート 2,500円 西宮市甲東ホール

☎51-5144
年末年始の休館日　12/29〜１/３

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

11/30〜12/５ 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

12/17〜12/19 10：00〜17：00
（〜15：00）武庫川女子大学書道部「第50回単獨展」 書道作品 武庫川女子大学書道部

☎33-1666（市民ギャラリー）

12/18〜12/26 10：00〜17：00
（〜14：00）第３回Wool�felt�of�Art�in�Nishinomiya ウールフェルト作品 西宮市立市民ギャラリー

☎33-1666
年末年始の休館日　12/27〜１/４



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

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

☎52-7084

12/７〜12/12 10：00〜17：00
（〜16：00）甲林展 絵画・写真・陶芸その他 六車�幸紀

☎0797-73-5606

12/10〜12/12 10：00〜17：00
（〜16：00）青涛会展 書作品 池永�碧涛

☎090-3274-0606

12/14〜12/19 10：00〜17：00
（〜16：00）第９回�圓の会木版画作品展 木版画額装品・扇子作品 柴田�陽三

☎32-6402

12/21〜12/26 10：00〜17：00 西美アカデミー展 絵画・デッサン 大西�弘幸
☎090-1024-5107

12/21〜12/26 10：00〜18：00
（〜15：30）CDPI写真展 写真 澤田�恒代

☎090-8753-8662
年末年始の休館日　12/27〜１/４

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特集展示「道しるべ─西国街道・中国街道をたどる─」
②常設展示「西宮の歴史と文化」

①11/16〜12/19　
②通年
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

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

アガペ大鶴美術館開館７周年記念特別展
「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�写楽”

９/10〜３/21　1,000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”に癒される作品展 ９/24〜12/20　400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

秋季展「石棒と銅鐸─縄文・弥生の祈りと祭り─」 10/９〜12/５　200円
※最終日16：30まで

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堀内ゑびすコレクション展「えべっさんと堀内泠（きよし）」
②絵はがきでめぐる100年前の西宮〜堀内ゑびすコレクションより〜
③酒資料室「酒からSAKEへ」

①12/９〜１/16
②③12/９〜１/16、１/29〜３/６
記念館、酒蔵館共通券500円
※12/30〜１/４年末年始休館

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

クリスマスに因んだ曲を演奏します。
12/２〜12/25
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

ア ト リ エ 西 宮
馬場町1−22� ☎22−0322

領家裕隆�展「過去・現在」 12/７〜12　12：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

京友禅の匠�染織展 12/２〜12/７　11：00〜17：00（最終日15：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①和田明美�日本画展
②京友禅の匠�染色展─米山清人の世界─
③甲風画苑から発信のアーティスト�Part.１テオヘイズ展

①11/26〜12/１　10：00〜17：00（初日13：00〜��最終日16：00）
②12/10〜15　11：00〜17：00（初日12：00〜　最終日15：00）
③12/18〜１/11　10：00〜18：00（最終日16：00）木休
　ストリートギャラリー（店舗北面）にて

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①山橋大二郎�個展「旅人〜the�sailor〜」
②趣味の会�二人展

①12/４〜５　10：00〜17：00（最終日16：00）
②12/９〜12　11：00〜18：00（最終日17：00）
いずれも会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

①「冬展」�Winter�exhibision
②�三岡有矢音�初個展
　「イマジナリームービーズ�─クリスマス─」

①12/７〜12　11：00〜18：00（最終日16：00）
②12/21〜26　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

宋建章芸術展 12/１〜５　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。


