
7 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。
・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

17（日） ９：30 西宮市吹奏楽連盟�2022�
第96回50周年記念定期演奏会 未定 西宮市吹奏楽連盟

☎070-5432-2854

23（土） 18：00 第26回スタジオ・ジーカム発表会 無料 スタジオ・ジーカム
☎090-1587-2404

28（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

30（土） 未定
第69回兵庫県吹奏楽コンクール　
第45回西阪神地区大会 未定 西阪神吹奏楽連盟

（同連盟ホームページをご覧ください）
31（日） 未定

ギャラリーアミティ 西宮市民会館
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
７/18・20・21
※19休館

（初日13：00〜）
10：00〜17：00

（〜16：00）
和比古�個展
遥かなる心象風景 パステル画 和比古

☎080-4023-8557



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

２（土） 14：00 石野仁美ピアノ教室発表会 無料 ☎0798-61-8503

９（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン「長いお別れ」 800円 西宮都市管理（株）
☎32-8686

10（日） 13：30 コレギウムヨハネス演奏会 無料 コレギウムヨハネス（柴田）
�bilitis108@hotmail.com

15（金） 18：30 TSUMIKIプロジェクト�vol.４
「チェロとコントラバス」の音楽会 1,500円 西宮市フレンテホール

☎32-8660

16（土） 18：00 戦後日本の作曲家シリーズ�vol.３ 2,500円 上念
☎090-9862-6510

23（土） 11：00 朝日進学サポートフェア�西宮会場 無料　要事前予約 （株）大阪朝日広告社神戸支店
☎078-321-2424

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

７/１〜７/３
（初日11：00〜）
10：00〜17：00

（〜16：00）
手作り作品展 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

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（金） 14：30 岡崎他加子�イタリア薫る歌声�ソプラノリサイタル 3,000円 西宮コンサート協会
☎090-3613-9723

８（金） 14：00 第２回�Nishinomiya�パリ祭 2,500円 柚木�かほる
☎090-8984-0502

21（木） 15：30 県立西宮高等学校音楽科現役生による
第５回ティーンズ・サマー・コンサート 要事前申込 西宮市文化振興課

☎35-3425

23（土） 19：40 第32回クラシックギターファミリーコンサート 無料 山下�眞理子
☎090-8527-7227

25（月） 13：30 らくげき倶楽部�第９回公演
音楽劇「パリスの審判」

1,000円
※当日券なし

らくげき倶楽部
☎65-9770／090-3353-4080

29（金） 14：30 どんぐりコール夏休みステージ
「MUSICAL�ミュージカル」 2,500円 どんぐりコール

☎090-2061-1294（有馬）

30（土） 15：00 チャリティ・スタッフコンサート〜世界の名曲編〜 1,000円 西宮市プレラホール
☎64-9485

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

①2022（令和４）年８月２日〜８月31日の間、高圧ケーブル更新工事のため臨時休館いたします。
　※窓口での受付は休止しますが、電話・FAXによる対応はいたします。
②2022（令和４）年９月23日〜９月25日の間、全館停電のため臨時休館いたします。
　※窓口・電話・FAX何れのお問合せもお受けできません。

日・曜日 開演時間 催　　物　　名 入場料金等 お問合せ先

16（土） 17：00 ミュージカル『エリザベート』 無料 ミュージカルサークル�みーあキャット
☎080-6415-7416

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

７/２〜７/９ 10：00〜17：00
（〜15：00）第71回�西宮市展

洋画・日本画・デザイン・書・
写真・彫塑/立体・工芸

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

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

１（金） 14：30 第219回まちかどコンサート 無料　申込締切済 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

22（金） 14：00 森河孝子＆津田基子
姉妹でうたうコンサート�アレンジで愉しむ二重唱 2,000円 姉妹コンサート事務局

☎090-1585-5489（津田）

23（土） 19：00 渡辺亜紀子トロンボーンコンサート 2,500円 渡辺
☎73-6424



※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

７/５〜７/10 10：00〜17：00
（〜16：00）雅士・幸代と仲間たち展

手描染・Tシャツ・タペス
トリー・油彩・水彩の絵画

小山�幸代
☎078-982-1828

７/12〜７/17 10：00〜18：00
（〜17：00）

第19回フォト・グループZOO�
「わがまま写真展」

写真
スナップ、風景、ネイチャー

高岡�ヒロカズ
☎73-1278

７/19〜７/24 10：00〜18：00
（〜16：00）デリカビーズ織り協会兵庫本部�作品展

ビーズ織り
バッグ、タペストリー、額、ランプ、アクセサリー等

鷲田�祥子
☎66-0616

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
７/５〜15展示替えのため臨時休館

①今月のアラカルト展示６月号「幕末の西宮（３）若殿様御出陣」
②特別展示「御台場築造─西宮・今津の砲台─」

①６/７〜７/３　
②７/16〜８/28
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

西宮で観る至高の美術
和泉市久保惣記念美術館展 ６/18〜７/24　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

特別展「よみがえる！浮世絵展」
第４章�歌川広重「江戸名所百景」
“広重最晩年の作品�その死の直前まで制作が続けられた代表作”

４/１〜12/29（３期に分けて展示）
1,000円

関 西 学 院 大 学 博 物 館
上ケ原一番町1−155�☎54−6054
9：30〜16：30（入館は16：00まで）日休

平常展�学院を築いた４人の院長 ７/４〜10/１　無料
※７/１〜２休館

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「色々な国の家や建物を描いて」展 ５/27〜８/29　400円
※７/18休館

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

夏季教室展「考古学の動物園」 ６/11〜９/４　200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

①夏季展「月と月のものがたり」
②酒資料室「酒づくりのスタート�精米」
③笹部さくら資料室「桜とともに」

①７/16〜８/29
②③７/16〜８/29、９/14〜11/20
記念館・酒蔵館共通券500円

堀江オルゴール博物館
苦楽園四番町7−1� ☎70−0656
10：00〜17：00　月休

オルゴールと自動演奏楽器の演奏と解説
案内時間①10：30②13：00③15：00

４/１〜７/31
900円

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

24（日） ９：00 全天候型フリーマーケットひろば2022�夏 無料 北六甲台エココミュニティー会議
☎078-903-2247

31（日） 10：00 音楽祭〜歌謡ショー・カラオケ大会〜 無料 源音楽事務所
☎080-9742-0723

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

７/３〜６ 10：00〜17：00 シャドウボックス展示会（手芸） 無料 シャドウボックスEMMART
☎078-903-6575

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ハンドメイド作品展〜心はずむ夏に〜
②吉川絵依子�展─花を嘔

うた

う─
①７/７〜９　11：00〜17：00　会期中無休
②７/14〜26　11：00〜19：00（最終日18：00）水休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①サマーアートコレクション
②横田務�水彩画�追悼展

①７/１〜20　②７/29〜８/３
いずれも10：00〜17：00　木休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①手描きジャワ更紗展
②サンピオニー＆クローチェ・デル・マーレ�コラボ展

①７/２〜７　②７/14〜17
いずれも11：00〜17：00　会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790 ちいさな展覧会�vol.３〜Now�this�moment〜 ６/28〜７/３　11：00〜18：00（最終日17：00）

会期中無休
ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646 「京城」の絵はがき展 ７/１〜16　13：00〜17：00　無料　水・日休

日 中 藝 苑 ギ ャ ラ リ ー
名塩ガーデン8−19� ☎090−4278−6687 日中藝苑�邢少蘭作品展 ７/６〜10　13：30〜16：00（入館15：30まで）

会期中無休　要電話予約


