
5 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
・新型コロナウィルス感染者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。
・来場者の入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

１（日） 14：00 西宮交響楽団�第116回定期演奏会 1,000円 西宮交響楽団
☎53-4478（青木）

３（火・祝） 13：30 兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部�第32回定期演奏会 200円 兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部
☎52-0185

４（水・祝） 13：30 森下知子�サクソフォンとオカリナの豊かな響き合い 往復ハガキ申込
※カンパ方式

阪神大震災復興祈念コンサート実行委員会
☎090-7499-5068（松田）

８（日） 13：00 令和４年�金婚夫婦祝福式典 関係者のみ 神戸新聞
☎078-362-7086

15（日） ①12：00
②14：30 第60回�西宮市民コーラス大会 無料　申込締切済 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3146

19（木） ９：00 合同慰霊祭 無料 西宮市地域共生推進課
☎35-3187

25（水） ①10：30
②13：30

宮水学園開講式 関係者のみ 西宮市地域学習推進課
☎35-5165

26（木） ①10：30
②13：30

28（土） 13：15 島崎央子�ベートーヴェン・４大ソナタ 往復ハガキ申込
※カンパ方式

阪神大震災復興祈念コンサート実行委員会
☎090-7499-5068（松田）



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

５（木・祝） 11：00 TSUMIKIプロジェクト�Vol.２「ヴァイオリン」の音楽会 1,500円 西宮市フレンテホール
☎32-8660

14（土）
①11：00
②12：45
③14：30

私立中学校・高等学校進学相談会�in�西宮 無料　要事前申込 サンケイリビング新聞社
☎06-7639-3125

20（金） 14：00 MY�FAVORITE�THINGS
小田悦子�ファーストアルバムCD発売記念コンサート 5,500円 （株）シードマスター

☎0771-20-1511

21（土） ①10：30
②14：00 第16回フレンテ寄席（素人寄席・てんてん） 無料　要事前申込 西宮都市管理（株）

☎32-8686

22（日） 13：00 二胡発表会 無料 村田
☎090-9289-7896

29（日） 13：00 甲子園音楽学園発表会 無料 甲子園音楽学園
☎68-0080

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

28（土） 未定 西宮少年合唱団�入団式 関係者のみ （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

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

１（日） 14：00 JAZZ�SINGERS�SPECIAL�VOL.15
永遠のスタンダード・ソングブック 3,000円 NPO法人関西ジャズ協会

☎090-7115-7081（原田）

３（火・祝） 10：00 立命館中学校・高等学校
校外学校説明会・入試相談会 無料　要事前申込 立命館中学校・高等学校

☎075-323-7111

４（水・祝） 14：00 第12回コーラスの広場 500円 西宮市プレラホール
☎64-9485

15（日） 14：00 第22回よんよんコンサート
あっ、この曲知ってる�聞いたことあるぞ 2,500円 （一社）日本ピアノ調律師協会�関西支部

�kansai.yonyon@gmail.com

18（水） 未定 第58回日伊声楽コンコルソ2022�１次予選 関係者のみ 日伊音楽協会

20（金） 14：00 ハンドベルコンサート 800円 Angel�yawn和嶋
☎090-9251-6678

21（土）
13：30 ひょうご五国フォーラム

「兵庫津と西宮─港と街道の歴史遺産」 要事前申込 兵庫県地域創生局兵庫津ミュージアム整備室
☎078-362-9014　 �chiikishigen@pref.hyogo.lg.jp

18：30 地球蘇生プロジェクト映画「ゼロ・ウェイストPLUS」
上映会＆白鳥監督お話会 3,000円 株式会社AIプランニング

�ntomo59@gmail.com

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

８（日） 14：00 第５回�鶴瓶・恭瓶親子会 前売3,500円
※当日券ナシ

西宮市山口ホール
☎078-904-2760

27（金） ①14：00
②18：00

〜関西の特異な雅楽奏者�三名による�異色の演奏会〜
『雅楽器の可能性』 無料 株式会社和風空間

☎090-3895-5434

西宮市山口ホール 展示室 山口センター1階
開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

５/21〜22 10：00〜17：00
（16：00）第４回写真作品展〜写真の好きな仲間たち〜 写真 写真クラブフォト01

☎078-903-2681

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

28（土） 13：30 リープクライネスコンツェルト
（うたとピアノのコンサート） 無料 リープクライネスコンツェルト

☎090-9273-4682（森重）



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兵庫津ミュージアム開館記念巡回展「兵庫県のはじまり」
②今月のアラカルト展示５月号「幕末の西宮（２）長州征伐と西宮」
③常設展示「西宮の歴史と文化」

①②５/10〜６/５　③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

佐藤健寿展�奇界/世界 ４/２〜６/５
1,200円

黒 川 古 文 化 研 究 所
苦楽園三番町14-50�☎71-1205
10：00〜16：00（入館15：30まで）月休

黒川古文化研究所名品展
─ものを“見る”展覧会

４/16〜５/29　
一般500円　高大生300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

①笹倉鉄平「“音色”感じる作品」展
②笹倉鉄平「色々な国の家や建物を描いて」展

①１/８〜５/９　
②５/27〜８/29
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

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

令和４年�春季展�笹部さくらコレクション「桜のある日々」
３/19〜６/５
記念館・酒蔵館共通券�500円
５/３（火・祝）開館　５/６（金）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

特別演奏会
Swinging�Piano〜Joplin�and�Gershwin

900円
※５/22と５/29は15：00〜のみ
※入館は各案内時間の15分前から

※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

５/24〜５/29 10：00〜17：00
（〜14：00）

#コロナに負けるな�みんなの作品展
〜勝手にファイナル〜 公募展 西宮市立市民ギャラリー

☎33-1666

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

５/３〜５/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）第31回西宮写真美術協会�写真展 写真 飯田�敏郎

☎090-8166-1744

５/３〜５/８ 10：00〜17：00
（〜16：00）第１回Photo�RIN�写真展 風景・スナップ・スポーツ等 田中�博子

☎070-8379-1527

５/10〜５/15 11：00〜18：00
（〜16：00）第19回関西パステル画会�連合展 パステル画 大月�良子

☎080-8946-3569

５/17〜５/22 10：00〜17：00
（〜16：00）小森保�写真展 写真 小森�保

☎36-7359

５/17〜５/22 10：00〜17：00
（〜16：00）第14回APA写真展 写真 松重�寿機

☎72-3134

５/17〜５/22 10：00〜17：00
（〜16：00）第10回写らっく写真展 写真 室田�宰

☎73-7544

５/31〜６/５ 11：00〜18：00
（〜15：45）「問ウ展」 平面・立体・運動 白石�美子

☎090-8529-3301

５/31〜６/５ 10：00〜18：00
（〜17：00）第２回KG＆５α�絵画・写真展 絵画・写真 河村�琢磨

☎45-1115

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

①３人展─気ままにしてみる─
②アトリエあい展覧会〜あい展〜Part１

①５/12〜17　②５/26〜31
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大島育子�「ここからでない展」
②正明義行�油彩展

①５/13〜18　10：00〜18：00（最終日17：00）
②�５/20〜25　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

古川功晟�日本画展「いのちの色」 ５/３〜８　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

日中藝苑江南の風�作品展 ５/４〜８　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約


