
1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

30（日） 13：30 合唱講習会 無料　申込締切済
（公財）西宮市文化振興財団�事業課
☎33-3146

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

９（日）
①10：30
②14：00

名画鑑賞会�①『風の谷のナウシカ』
　　　　　�②『ゲド戦記』

1,300円�ほか
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

16（日） 16：30 Sur�la�Pointe�Ballet�プチリサイタル�2022 無料
Sur�la�Pointe�Ballet
☎090-6903-4200



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

10（月・祝） 13：30 第49回西宮市芸術祭�能楽講座�能の世界 1,000円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

14（金） 18：30 ピアノトリオ�ニューイヤーズ�コンサート 2,500円�ほか
西宮市フレンテホール
☎32-8660

15（土）
①11：00
②14：00

フレンテ映画サロン「嘘八百」 1,000円
西宮都市管理（株）
☎32-8686

16（日） 13：30 思春期の身体の不調〜起立性調節障害 500円（資料代）
NPO起立性調節障害ピアネットAlice
☎080-5505-1400

22（土） 13：30 第26回西宮国際交流デー�ライブパフォーマンス 無料　要事前申込
（公財）西宮市国際交流協会
☎32-8680

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

８（土） 14：15 ピアノ発表会 要事前申込
よしこ音楽教室
�yoshikoflutepiano@gmail.com

９（日） 14：00 感謝の響きVol.13�祈り�愛�希望 無料
�mail@musikbell.com
☎080-5709-4992（ニイ）

10（月・祝） 15：00
若手アーティスト達によるダンス・声楽・ピアノの饗宴！
Rising�Artists�Concert�in�PLELA

2,500円
西宮市プレラホール
☎64-9485

29（土）
①11：15
②14：15

文楽探険PART25�知って楽しい、知的文楽探険セミナー
文楽に遊ぶ

2,500円�ほか
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

30（日） 15：00 20歳のアーティスト�みやっこ成人コンサート�vol.1 500円
西宮市プレラホール
☎64-9485

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

12（水） 14：00 令和４年新春の集い 入場無料
山口公民館�地域学習推進員会
☎078-904-1039（吉田）

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

15（土）
①14：00
②15：15

はじめまして、ショパン。
〜物語とダンスでであう“ピアノの詩人”〜

無料
西宮市立甲東ホール
☎51-5144



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

１/11〜１/16
10：00〜17：00

（〜16：00）
筆輪展 書道

澤岻�游龍
☎080-3812-5429

１/11〜１/16 10：00〜17：00 アブストラクト・アート元展 抽象画
元山�信子
☎71-1266

１/13〜１/16
10：00〜18：00

（〜17：00）
第27回書・伯亭会展 書道

永井�伯亭
☎53-6748

１/18〜１/23
10：00〜17：00

（〜16：00）
国画会阪神地区作家展HARK 油・アクリル絵画・版画

福田�あつ子
☎090-6559-4583

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アラカルト展示１月号「西宮の土器（1）灯明皿」
②常設展示「西宮の歴史と文化」

①１/５〜30　②通年
いずれも無料
※12/29〜１/４休館

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

コレクション・五題
特集展示�西宮の日本画家�生誕130年�寺島紫明 １/22〜３/13　1,000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」
④節句の人形�特別展示�丸平文庫所蔵�﨑山智永の小さき世界

①12/９〜１/16
②③12/９〜１/16、１/29〜３/６
④１/29〜３/６
記念館、酒蔵館共通券500円
※12/30〜１/４年末年始休館
※１/11臨時開館

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

柳生千裕�カラフルアート展 １/９〜11　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「甲風画苑から発信のアーティスト」
　　　　Part.１�テオヘイズ展
②「〃」Part.２�楓ひろみボタニカルアート展
③第12回コンテスト〈一般公募展〉

①12/18〜１/11　②１/14〜１/26
何れも10：00〜18：00（最終日16：00）
ストリートギャラリー（店舗北側）
③１/28〜２/２　10：00〜18：00（初日13：00〜�最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

①悠久の美�日本画展
②�震災展「震災で亡くなった詩人で現代美術家、
津高和一の言葉と作品」

①１/８〜10　②１/14〜17
いずれも11：00〜17：00　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

日中藝苑迎春展 １/12〜16　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。

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

１/11〜１/16
10：00〜17：00

（〜16：00）
創立70周年記念�第38回西宮書道協会展 書道作品

西宮書道協会
☎078-856-3365


