
8 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

６（土） 11：00 プリンセスコンサート 完売 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

７（日） 16：00 第９回プチ・エトワールバレエ勉強会 無料　要入場券 （株）プチ・エトワール
☎85-7658

13（土） 14：30 FBI�ふみこばれえあいらんど 無料 FBIふみこばれえあいらんど
☎73-3811

15（月） 14：00 甲陽学院高等学校アンサンブル部�OB会 無料 甲陽学院高等学校アンサンブル部�OB会
☎090-3928-5381（溝口）

20（土） ①10：30
②14：00

名画鑑賞会
「映画�すみっコぐらし�青い月夜のまほうのコ」 1,100円 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3146

27（土） 17：30 KONDOバレエ教室�第21回発表会 無料 KONDOバレエ教室
☎47-0616

28（日）
①11：45
②14：15
③16：45

しまじろう�英語コンサート�夏公演�2022
「FUN�AT�THE�SUMMER�FESTIVAL�!」 3,580円 お問合せフォーム

https://faq.l-tike.com/contact/0067/

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。



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

６（土） ①10：30
②14：00 第17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

13（土） 16：00 キッチン
─ピアノとダンスとコーラスで織りなすパフォーマ
ンス─

2,800円 西宮市フレンテホール
☎32-866014（日） 13：00

19（金）
10：30 ジュエリーフェスティバル 無料 菅田（株）

☎38-005820（土）

27（土） 11：00 TSUMIKIプロジェクトvol.５
「子ども」と音楽会 1,500円 西宮市フレンテホール

☎32-8660

28（日） 13：00 西宮三曲協会　邦楽への誘い 無料
要事前申込

西宮市フレンテホール
☎32-8660

29（月） 18：00 愛と人生を紡ぐ�昭和の名曲をあつめて�vol.５
ゲスト　晴�雅彦氏とともに 4,000円 アンサンブル・フロットチケットセンター

☎050-3598-2138

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

３（水） 18：00 ピアノ発表会「カノンピアノ　サマーコンサート」 無料 矢橋�高子
☎080-2441-8054

８（月） 13：00 すずらん会　PETITE�PIANO�CONCERT 関係者 すずらん会

14（日） 14：00 渡邊紗蘭ヴァイオリンリサイタル 500円 �watanabe.violin0814@gmail.com

25（木） 14：00 ピアノ発表会 関係者のみ 芦屋音楽事務所

27（土） 10：00 第68回夏季講座
「魏晋南北朝─それぞれの生活と文化」 無料 （公財）黒川古文化研究所

☎71-1205

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

特別展示「御台場築造─西宮・今津の砲台─」
７/16〜８/28　無料
※�８/30から９/２は、展示替えのため臨
時休館

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

2022イタリア・ボローニャ国際絵本原画展
８/13〜９/25　1,200円
※�９/17、18、23、24は19：00まで延長開
館、入館は18：30まで

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）日祝休

平常展�学院を築いた４人の院長 ７/４〜10/１　無料
※８/13〜21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

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
※８/16〜18夏期休館

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

９（火） ①14：00
②19：00 噂のシンガーズ結成15周年コンサート 2,000円 噂のシンガーズ

�uwasanosingers2007@gmail.com

21（日） 14：00 第３回�ユース・コンサート�in�甲東 300円 甲東ホール
☎51-5144

25（木） 19：00 Glamorous�Trio�with�宮村和宏 3,000円 Glamorous�Association
☎070-2610-2209（土屋）

27（土） ①11：00
②14：00

フルートアンサンブル�SAKURAジェンヌ
ファミリーコンサート 2,000円 甲東ホール

☎51-5144



※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

８/２〜８/７ 10：00〜18：00
（〜16：00）関西学院大学文化総部書道部学外展 書道 梶本�桃代

☎080-1522-6439

８/30〜９/４ 10：00〜17：00
（〜16：00）フォトランダム・フォトくすのき合同写真展 写真 鈴森�惇

☎090-1909-3011

８/30〜９/４ 10：30〜17：00
（〜16：00）西宮現代美術研究会展 日本画、洋画、絵画 伊藤�弘之

☎26-4040

北口ギャラリー使用申込みの受付
令和５年上半期分（令和５年４月〜令和５年９月）の使用申込みを以下の通り受付けます。
受付日時:令和４年９月１日（木）

展示室…午前10時〜午前10時30分受付、抽選により利用者を決定します。
創作室…空き区分のみ新規受付を行います。

受付場所:西宮市大学交流センター大講義室（北口町１番２号 アクタ西宮東館6階）
使用期間:令和５年４月４日（火）〜令和５年10月１日（日）
問合せ先:北口ギャラリー事務室（アクタ西宮東館６階）☎0798−69−3160

※筆記用具をご持参ください。
その他: ①市外居住者が使用される場合は５割増となります。 

②物品の販売または、入場料・受講料などの徴収を行う場合は使用料金が10割増（①の場合は加算後）となります。

（単位:円）

区　　分 使用料金
第１展示室

１単位
（6日間）

129,600
第２展示室  87,600
第３展示室  68,400
第１創作室

１区分
  2,800

第２創作室   2,000
（R.2.10.6施行）

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

８/13〜８/14 10：00〜16：00 小さな会の書道展 書道作品�年に一度の成果
発表

聖心書道会
☎26-1755

８/16〜８/21 10：00〜17：00
（〜15：00）阪神・丹有高等学校美術展「絵美展」

地元高校生による創作作品の展示
平面・立体作品

兵庫県立鳴尾高等学校
☎47-1324

８/26〜８/28 10：00〜17：00 第30回マコト絵画教室作品展 絵画60点�工作等180点 マコト絵画教室
☎090-8934-1664

市民ギャラリー使用申込みの受付　令和５年度上半期（令和５年４月〜令和５年９月）の使用申込みを
以下の通り受付けます。

受付日時:９月１日（木）午前10時より受付、午前10時30分より抽選。（抽選後の空き区分については、随時受付けます。）
受付場所:西宮市教育文化センター内、西宮市立市民ギャラリー２階　特別研究室
使用期間:令和５年４月４日（火）〜令和５年10月１日（日）
問合せ先:西宮市立市民ギャラリー事務室　☎:0798−33−1666

※筆記用具をご持参ください。
所在地:西宮市川添町15−26　西宮市教育文化センター内

（中央図書館と併設）☎:0798−33−1666
休館日:毎週月曜日　年末・年始
利用の単位:１週間（火曜日〜日曜日の６日間）

　　＊搬入は、月曜日（午前10時〜午後５時まで）
　　＊搬出・片付けは、日曜日（〜午後６時まで）
　　＊利用時間を超過して使用される場合は、超過使用料をいただきます。

利用時間:午前10時〜午後６時
その他: ①市外居住者が使用される場合は５割増となります。　 

②物品の販売または、入場料・受講料などの徴収を行う場合は使用料金が10割増（①の場合は加算後）となります。

（単位:円）

区　　分 使用料金

第１展示室

１単位
（6日間）

85,800

第２展示室 75,600

第３展示室 52,800

第４展示室 52,800
（R.2.10.6施行）

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

４（木） 12：00 令和４年度県内芸術家ロビーコンサート
西田仁�ジャズピアノコンサート 無料 西宮市山口ホール

☎078-904-2760

11（木・祝） 14：00 なつやすみ�わくわく人形劇体験
人形劇団京芸�まんてんげきじょう 700円�ほか 西宮市山口ホール

☎078-904-2760

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 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①横田務�水彩画�追悼展
②栗本賀世�作品展─万華鏡花─

①７/29〜８/３　11：00〜17：30（最終日16：00）
②８/19〜24　10：00〜18：00（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573 バラばらの薔薇�共感覚でつくられた構造言語 ８/９〜11　11：00〜17：00　会期中無休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

西宮ぎゃらりーさんぽ2022�姫路市安富町からの二人展
田舎暮らしの漫画/ワカメタマゴ
山里の水彩スケッチ/小林龍三

８/26〜９/３　13：00〜18：00（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�陸建洛版画展 ８/３〜７　13：30〜16：00（入館15：30まで）

会期中無休　要電話予約


