
3 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■
　ご利用の直前に関係者に新型コロナウイルス陽性者や濃厚接触者が確認される等、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

　・新型コロナウイルス感染症の陽性とされた方の濃厚接触者である場合
　・�政府が定める一定期間内（最大過去2週間）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
　・適切なマスクを正しく着用してください。
　・咳エチケット、手洗い･手指の消毒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。

　・来場者の人数管理を行うとともに、入場制限・誘導等入退場の際に密集を避けるための措置を行ってください。
　・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。（１m以上を確保）
　・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
はこれを遵守してください。

市民ホール・市立ギャラリーの利用について

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

26（土） 13：00 音楽教室「枝」発表会 無料 音楽教室「枝」
☎070-8316-9992

30（水） ①11：00
②14：00

TSUMIKIプロジェクト�vol.1
「クラリネット」の音楽会 1,500円 西宮市フレンテホール

☎32-8660
２/16〜３/15の間、確定申告会場となるため、ホール・練習室は使用できません。なお、この間も事務室は通常業務を行っております。
＊３/１の抽選会（2022年度ご利用分）は４階ギャラリーで行います。

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

10（木） 13：30 第49回西宮市芸術祭�古典芸能鑑賞会�日本舞踊 1,000円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

13（日） 14：00 音の泉〜oto-mi〜ミ・ベモル�ポピュラーコンサート 3,000円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

23（水） 18：00 関学春のコンサート2022 1,400円　前売のみ 関西学院大学応援団総部吹奏楽部
☎070-1803-8285

26（土） 14：00 西宮少年合唱団�第60回定期演奏会 要事前申込 （公財）西宮市文化振興財団�事業課
☎33-3146



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

19（土） 13：00 ピアノ発表会 無料 ☎46-3083（絹田）

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

３/４〜３/６ 10：00〜17：00
（16：00）武庫川女子大学�書道展

武庫川女子大学と
附属高校の合同書道展

武庫川女子大学日文学科
☎47-1212

３/８〜３/13 10：00〜17：00
（15：00）第44回國際書画関西展 書・水墨画�額装�100点 國際書画連盟

☎03-3837-4445

３/８〜３/13 10：00〜17：00
（15：00）第８回趣味の作品展 絵画・書・手工芸・写真 浜脇・香櫨園交流ひろばの会

☎26-3965

３/15〜３/20 10：00〜17：00
（15：00）ユネスコ世界児童画展 子どもたちの絵画 西宮市教育委員会�地域学校協働課

☎35-3868

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

５（土） 18：00 Vocal�Ensemble�歌家�The�1st�Concert 無料　要事前申込 �yosshi.tenor@gmail.com

11（金） 18：00 東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 1,000円 西宮市プレラホール
☎64-9485

21（月・祝） 13：00 第２回�Yuinaピアノ教室�発表会 関係者のみ �muveszene@gmail.com

27（日） 13：00 Bird�Place�Music�Academy�Concert 関係者のみ Bird�Place�Music�Academy
☎090-4366-7282

30（水） 11：00 ピアノフェスタ2022 関係者のみ 阪神西宮ピアノ教室
☎090-4272-8829

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（土） 16：00 MYザクラ＆SAKURAんぼ�with�フルートアンサンブルSAKURAジェンヌ
スペシャルスプリングコンサート 1,500円 西宮市甲東ホール

☎51-5144

19（土） 14：00 甲子園大学吹奏楽部�第３回定期演奏会 無料 甲子園大学吹奏楽部
☎090-9477-0995（岡邑）

25（金） 17：30 第８回スプリングコンサート 無料 県立芦屋国際中等教育学校�コーラス部
☎0797-38-2293（新海）

26（土） 14：00 弦楽五重奏コンサート 3,000円 �ticket.toiawase.r@gmail.com

30（水） 13：30 グループ・アルエット�小さな発表会�ご一緒に歌いませんか 無料 グループ・アルエット
�yukinko_yabe@yahoo.co.jp

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

５（土） 15：20 スプリングミュージカル＆ビンゴ大会 無料（チケット制） 西宮市山口ホール� ☎078-904-2760
西宮市児童センター� ☎078-904-2055

16（水）〜
20（日）

９：00〜17：00
（最終日14：00まで）第12回山口フォトコンテスト作品展示 無料 西宮市山口ホール

☎078-904-2760



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

３/８〜３/13 10：00〜18：00
（〜16：00）日本風景写真協会兵庫第２支部�第20回作品展 写真 成平�博

☎072-792-3600
３/19〜３/27
３/21（月・祝）開館

10：00〜18：00
（〜17：00）

第16回大人の塗り絵コンテスト展覧会
《関西展》 大人の塗り絵 北口ギャラリー

☎69-3160

３/29〜４/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）第49回西宮日本画協会展 現代日本画・水墨画ほか 遠藤�隆稔

☎63-7028

３/29〜４/３ 10：00〜17：00
（〜16：00）チャイナペインティング作品展 白磁�上絵付 大井�千代

☎090-1226-9153

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今月のアラカルト展示３月号「西宮の土器（３）弥生土器」
②常設展示「西宮の歴史と文化」

①３/１〜27　
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

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

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ケ月�忽然と姿を消した謎の絵師�写楽”

〜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「“音色”感じる作品」展 １/８〜５/９（３/１〜10休館）
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

春季展「富岡鉄斎展」 ３/26〜５/５　
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

［記念館］①節句の人形�特別展示�丸平文庫所蔵�﨑山智水の小さき世界
②酒資料室「酒からSAKEへ」
③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〜
④令和４年春季展�笹部さくらコレクション�桜のある日々

［酒蔵館］⑤「この素晴らしい世界に祝福を！×酒ミュージアム」コラボイベント

①②③１/29〜３/６
④３/19〜６/５
記念館、酒蔵館共通券　500円
⑤１/29〜３/６
1,000円�※各種割引利用不可

※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春に花咲く二人展
②吉山圭子�油彩画展
③�自閉の天才アーティストたちのコラボアート展��
松元伸乃介・太田宏介・北岡青
④「初雷の瞬き」小倉咲枝・さいとうともこ�銅版画�二人展

①３/３〜６�②３/10〜14�③３/17〜22�④３/24〜29
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

私の視点３�伊藤弘之�展 ３/25〜30　11：00〜17：00
（初日13：00〜　最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

アンティークジュエリー＆ドール�まねきねこ
西宮小さい芽アンティークフェア

３/16〜21　11：00〜18：00　
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

①小嶋碧�第11回個展「架空の真理」
②諏訪温子�個展「この晴れの日に」

①３/７〜13　②３/29〜４/３　
いずれも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

日中藝苑折扇展 ３/２〜６　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約




