
芸術の秋！芸術の秋！芸術の秋！

西宮市民文化祭ニュース西宮市民文化祭ニュース西宮市民文化祭ニュース
　西宮市と西宮市文化振興財団は、10月15日（土）～11月8日（火）に、公民館などを中心に市内各会場で「西宮市民
文化祭」を開催します。
　市民憲章の一つ「西宮を教育と文化のかおり高いまちにしましょう」をテーマに、市内で活動している公民館グルー
プや文化団体などが一年の成果を披露します。
　皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。なお、駐車設備のない施設もありますので、公共交通機関な
どをご利用ください。

※催物・日時は変更になる可能性があります。　※公民館は50音順に掲載しています。
※マスクの着用や手指の消毒等新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。

今津公民館　（今津水波町9-28）　☎0798-22-3529
行事名 主催グループ 開催日時

甲日会洋画クラブ作品展 甲日会洋画クラブ 10/29（土）・10/30（日）10時〜16時
彩りティッシュケースBOX作り 今津公民館地域学習推進員会 10/30（日）13時〜16時
着物着付けショー 今津着物着付グループ 10/30（日）13時30分〜15時
ハーモニーとともに ピアニシモ 10/30（日）14時〜16時
社交ダンスパーティー スウィングダンス 10/31（月）13時〜15時30分
用具を使った楽しい体操3B体操 元気な体・3B体操 11/1（火）10時30分〜11時30分
フォークダンス公開練習 ユトリエ ONE 11/1（火）14時〜16時30分
オカリナの公開練習と発表 オカリーナかのん 11/2（水）10時30分〜11時15分
ラウンドダンス公開練習 FDラウンド甲子園 11/2（水）13時〜15時30分
スクエアダンス公開練習 甲子園ドリーム＆スマイル 11/3（木）13時30分〜16時30分

スマホでお絵描きしよう 新婦人西宮支部 たんぽぽ班 
スマホまなびっこ小組 11/3（木）14時〜16時

舌とあしゆびを伸ばすストレッチ
体験会

新婦人西宮支部 たんぽぽ班 
ストレッチ小組 11/4（金）14時〜15時30分

スコティッシュダンス公開練習 ふれんず 11/4（金）14時〜16時30分
ピラティス練習発表 ピラティスAZUMI 11/4（金）19時〜20時
コーラスやまびこの公開練習 コーラスやまびこ 11/5（土）9時45分〜11時45分

写真作品展 ぐるっぺあし 11/5（土）〜11/7（月）10時〜16時30分
※最終日は16時まで

公開合奏練習 今津マンドリン・Jハープボラ
ンティア楽団 11/5（土）14時〜14時30分

カラオケ発表会 花謡会 11/8（火）13時〜16時

上ケ原公民館　（六軒町1-32）　☎0798-72-7286
行事名 主催グループ 開催日時

ダーツ体験 Jダーツ・六軒
10/15（土）・10/16（日）10時〜16時

絵手紙作品展 絵手紙の会
公民館講座活動報告 上ケ原公民館地域学習推進員会

10/15（土）〜10/25（火）10時〜16時

『宮っ子』手をつなごう 
うえがはらミニギャラリー 上ケ原コミュニティ委員会

上ケ原南小児童とお米作り・
ワラのリースづくり 上ケ原南エココミュニティ会議

地球温暖化防止のパネル及び
リサイクル品の展示

兵庫県地球温暖化防止活動
推進員会西宮支部

真向法体操の公開練習 真向法体操の会 10/18（火）9時30分〜11時30分
オカリナの公開練習と発表会 上ケ原オカリナクラブ 10/18（火）13時〜13時40分
ジャズストレッチ オープンレッスン スマイリング 10/19（水）10時15分〜11時45分
公開レッスン ステップワン 10/20（木）10時45分〜11時45分

武術太極拳 発表会 太極拳グループ、太極の会、 
武術太極拳楽和 10/21（金）10時〜11時30分

公開レッスン クラシックを歌う会ヴィヴァーチェ 10/21（金）13時15分〜15時15分

あみもの 手作り作品展 ニットサークル同好会 10/21（金）・10/22（土）10時〜17時
※最終日は16時まで

書道作品展 白樺書道会 10/22（土）・10/23（日）10時〜16時
唄と踊り 彩線会 10/22（土）10時30分〜12時
コーラス発表 グループ・アルエット 10/23（日）13時〜13時30分
女声合唱 甲陽園グリーンコール 10/23（日）13時45分〜15時

学文公民館　（学文殿町2丁目4-24）　☎0798-41-6050
行事名 主催グループ 開催日時

陶芸作品展 陶鳴会
10/29（土）・10/30（日）10時〜16時書の作品展 学文書道グループ

和紙ちぎり絵作品展 和紙ちぎり絵グループ
推進員会講座の展覧 学文公民館地域学習推進員会

10/29（土）〜11/8（火）10時〜16時
気功パネル展示 学文気功
手作りカゴ・バッグ作品展 クラフト・クラブ 10/30（日）・10/31（月）10時〜16時
健康美体操・体操体験 健康美体操 10/31（月）9時40分〜11時45分
卓球公開練習 小松卓球クラブ 11/1（火）9時〜12時

大人ダンス・Kidsダンス公開練習 TAR、TARW 11/1（火）・11/2（水）15時30分〜20時30分
※最終日は19時まで

ヨガ公開練習 ハートピース 11/2（水）9時〜12時
エアロビクス公開体験レッスン ソフトエアロ BUN BUN 11/2（水）10時30分〜12時
囲碁公開対局 学文囲碁同好会 11/2（水）12時30分〜16時30分
公開レッスン＆体験 KIZ ANGEL 11/2（水）15時45分〜19時
フラダンス フラダンス イリマ 11/4（金）10時30分〜12時
ティータイム・コンサート コール・アマービレ 11/4（金）14時〜15時
大正琴発表会 大正琴みどり会 11/5（土）13時30分〜15時
おはなし会 学文おはなし文庫 11/7（月）10時30分〜16時30分
ウクレレ練習発表会 ウクレレの会 11/8（火）10時〜11時

上甲子園公民館　（甲子園口3丁目9-26）　☎0798-67-4329
行事名 主催グループ 開催日時

活動発表 いけばな 甲子園口青少年愛護協議会
（いけばな）

10/29（土）・10/30（日）10時〜16時

年間開催講座の紹介 上甲子園公民館地域学習推進員会
リフォーム洋裁の作品展 リフォーム洋裁
写真作品展 フォト甲子園
ちぎり絵作品展 上甲子園ちぎり絵グループ
水墨画作品展 上甲子園水墨画グループ
楽しく童謡を歌いましょう 上甲子園婦人会　赤とんぼ 10/31（月）13時30分〜15時
心身のリフレッシュに楽しい卓球 上甲卓球クラブ 11/1（火）13時〜16時
囲碁活動発表会 天寿会囲碁グループ 11/2（水）10時〜16時
朝ヨガ体験レッスン 朝ヨガサークル 11/4（金）10時30分〜11時10分
歌謡発表会 上甲子園天寿会歌謡グループ 11/5（土）13時30分〜15時30分
陶芸作品展 陶和会

11/5（土）・11/6（日）10時〜16時
仏像彫刻作品展 上甲子園仏像彫刻グループ
洋画作品展 上甲子園洋画グループ
樹脂粘土作品展 サークルネリネ
管弦楽アンサンブル発表会 さくらムジカオーケストラ 11/6（日）11時〜11時30分

上甲子園センター　（甲子園口3丁目9-3）　☎0798-67-4329
行事名 主催グループ 開催日時

活動発表 和装礼法 甲子園口青少年愛護協議会
（和装礼法） 10/29（土）10時〜16時

絵手紙作品展 上甲子園絵手紙グループ 和の会 10/29（土）・10/30（日）10時〜16時
フォークダンス カテリーナ
パーティー フォークダンス カテリーナ 10/31（月）12時30分〜15時30分

社交ダンスパーティー 上甲子園社交ダンスグループ 10/31（月）19時〜21時
大正琴演奏会 サークル ねむ 11/3（木）14時〜15時

「ハワイの風を感じて」
フラダンス発表 ハワイアンフラ・マーマネ 11/4（金）14時30分〜15時30分

若い力を地域に 中学生の視点
で見つめた商店街 甲子園口コミュニティ編集発行委員会 11/5（土）12時〜15時30分

社交ダンスパーティー チアリングくらぶ 11/5（土）19時〜21時

瓦木公民館　（瓦林町8-1）　☎0798-65-0660
行事名 主催グループ 開催日時

ヨガ公開レッスン ワンダフルヨガ 10/29（土）9時05分〜10時25分
句会・俳句作品展 かわらぎ句会 10/29（土）9時30分〜13時45分

大正琴演奏会
アンサンブルレインボー
アンサンブルソレイユ
大正琴ソレイユB

10/29（土）13時30分〜14時30分

墨絵作品展 瓦木墨絵会 10/29（土）・10/30（日）10時〜16時
コーラス発表会 コーラス同好会「水の輪」 10/30（日）11時〜11時40分
PRIMO KIZ DANCE公開レッスン PRIMO KIZ DANCE 10/31（月）15時45分〜18時45分
太極拳発表会 Hana太極拳 11/1（火）10時〜11時30分
絵染め作品展 絵染めサークル 11/1（火）・11/2（水）10時〜15時
作品展示会・パネル展示会 瓦木地域コミュニティ協議会 11/2（水）・11/3（木）10時〜16時
星美会書道作品展 星美会書道 11/2（水）14時〜18時
推進員会講座の写真展 瓦木公民館地域学習推進員会 11/3（木）10時〜16時
ぽっかぽか健康セミナー 人と地域の活動応援団ぽっかぽか 11/4（金）10時〜16時

俳画作品展 瓦木スポーツクラブ21 
俳画をたのしむ会

11/4（金）・11/5（土）10時〜16時
※最終日は15時30分まで

絽刺し刺しゅう作品展 繍（ぬい） 11/5（土）10時〜16時
和紙ちぎり絵作品展 ちぎり絵グループ 11/5（土）・11/6（日）10時〜16時

吟詠発表会 吟水会・秋和会・道瑛会
学文詩吟同好会・道右会 11/5（土）13時〜17時

マインドフルネス瞑想体験会 マインドフルネス瞑想の会 11/6（日）13時〜15時
弦楽演奏会 西宮市少年少女合奏団 11/6（日）15時〜16時

神原公民館・神原市民館　（神原6-11）　☎0798-71-7444
行事名 主催グループ 開催日時

キッズのびのび事業活動報告と
コミュニティスクールの紹介 神原地区青少年愛護協議会

10/29（土）〜11/8（火）9時〜17時コミュニティ活動報告掲示 神原コミュニティ協議会
神原公民館地域学習推進員会
年間活動報告 神原公民館地域学習推進員会

日ごろの活動の発表、展示 神原地区社会福祉協議会 10/29（土）〜11/8（火）9時〜17時
大正琴演奏 大正琴あじさい 10/29（土）13時〜15時30分
サクラ・ポエ・ポエ フラダンス
発表会 サクラ・ポエ・ポエ 10/30（日）11時〜12時

囲碁・将棋の集い 神原囲碁・将棋グループ 10/30（日）12時30分〜17時
洋画作品展 土曜絵画クラブ 10/31（月）・11/1（火）11時〜15時
神原青葉のつどい活動報告 西宮市社会福祉協議会 青葉園 10/31（月）〜11/7（月）9時〜17時
女声コーラス発表会 パラダイスQ 11/1（火）11時〜11時30分
ステンシル（型染）作品展 G・ミモザ 11/2（水）・11/3（木）10時〜15時30分
絵たより展 二火会 11/2（水）・11/3（木）10時〜16時
女声合唱 コール・ソレイユ 11/3（木）9時30分〜10時30分
神原コールビギン発表会 
ナレーション入り 神原コールビギン 11/3（木）11時15分〜12時30分

人形劇体験 人形劇サークル「かぶとむし」 11/3（木）14時〜15時
パソコン・スマホ作品展 PC・スマホ楽遊会 11/3（木）・11/4（金）9時〜17時
DANCE SHOW DANCE BLAZÉ 11/6（日）11時〜11時30分
オカリナ演奏発表会 杜のオカリナ 11/7（月）10時20分〜11時40分

越木岩公民館　（樋之池町5-29）　☎0798-72-7521
行事名 主催グループ 開催日時

みんなでトレーニング！ Fortune 10/14（金）13時20分〜16時
推進員会活動紹介 越木岩公民館活動推進員会

10/15（土）・10/16（日）10時〜16時

布花・生花アレンジ 布の花
手芸作品展 モラの会
洋画・水彩画作品展 「彩」越木岩
はがき絵作品展 お絵描きサークル
書道作品展 さわらび書道会

こども書道作品展 玉菖こども書道教室・
玲水書道教室

混声合唱 歌声サロン・越木岩 10/15（土）11時〜12時
新舞踊舞台発表会 新舞踊グループ 10/15（土）12時〜13時
詩吟発表会 詩吟サークル 10/15（土）13時〜14時

オカリナ演奏 オカリナグループ 
ハッピーオカリーナ 10/15（土）14時〜15時

バイオリン演奏と体験 越木岩バイオリンを弾く会 10/15（土）15時〜16時
太極拳・気功演武 太極拳研究会 10/16（日）10時〜11時
合唱発表会 女声合唱団ブォンヌモーレ 10/16（日）12時30分〜13時30分
大正琴演奏会 越木岩大正琴グループ 10/16（日）13時30分〜15時

塩瀬公民館　（名塩新町1）　☎0797-61-0321
行事名 主催グループ 開催日時

リフレッシュ体操 ほがらか会 10/22（土）10時〜11時40分
英会話 CLC 10/24（月）10時20分〜11時50分
詩吟発表 詩吟・合吟の会 10/24（月）14時〜16時30分
健康体操 チアフルクラブ

10/25（火）10時30分〜12時
太極拳 レモンサークル
ヨーガ ダンディ・ヨーガ 10/26（水）10時30分〜12時
ヨーガ ヨーガ・コスモス 10/27（木）9時30分〜11時30分
卓球 かもめサークル 10/27（木）14時〜17時
ヨーガ マイルド・ヨーガ 10/28（金）10時30分〜12時
バレエダンス 子どもバレエキューピット 10/28（金）16時〜20時
生け花展 生け花グループ

10/29（土）・10/30（日）10時〜17時
※最終日は16時15分まで

食育展 西宮いずみ会北部グループ
手作り作品展 名塩婦人会
毛筆・ペン字作品展 毛筆・ペングループ
絵手紙作品展 絵手紙あじさい
パソコンで作った作品展 Shioze84PCクラブ
活動報告パネル展 塩瀬公民館地域学習推進員会
取材写真 パネル展 宮っ子なじお編集委員会
混声合唱 塩瀬混声合唱団 10/29（土）10時〜10時30分
手話ダンス 手話ダンス同好会 花てまり 10/29（土）10時30分〜11時10分
日本舞踊 夢扇会 10/29（土）11時10分〜11時50分
三味線合奏と民謡 みすじ会 10/29（土）11時50分〜12時20分
社交ダンス 塩瀬ダンスサークル 10/30（日）12時30分〜13時50分
フラダンス オハナ・アカ・アカ 10/30（日）13時50分〜14時30分
コーラス 女声合唱団 ヴァンヴェール 10/30（日）14時30分〜15時
日本舞踊・新舞踊 寿美の会 10/30（日）15時〜16時15分

夙川公民館　（羽衣町1-39）　☎0798-33-1928
行事名 主催グループ 開催日時

推進員会活動報告展 夙川公民館地域学習推進員会
10/15（土）〜10/23（日）10時〜16時

PCH 写真展 PCH（フォト・クリエーション阪神）
フラダンス発表会 夙ポエ 10/15（土）13時30分〜15時
太極拳 演武・体験 夙川太極拳同好会 10/16（日）10時〜16時
コーラス発表会＆歌おう会 コーラスグループ コーロ・ドマーニ 10/16（日）14時〜15時30分
絵画作品展示 SKクラブ 10/17（月）・10/18（火）10時〜16時
コーラスの見学会＆体験会 女声アンサンブル西宮 10/19（水）10時〜12時
大正琴演奏 夙寿会 大正琴クラブ 10/20（木）13時30分〜15時30分
オカリナの公開練習と発表 浜脇オカリナクラブ 10/21（金）14時30分〜15時10分
陶芸作品展 青陶会 10/22（土）・10/23（日）10時〜16時
秋の謡曲会 夙川謡曲クラブ 10/22（土）10時〜16時

奇術の祭典 西宮マジッククラブ
甲子園マジックソサエティー 10/23（日）13時30分〜16時

2022 秋色コンサート in 夙川

アンサンブル アルモニオーソ
アンサンブル ティータイム
甲陽園グリーンコール
夙川エンジェルコール
夙川コーラス

11/3（木）13時30分〜16時30分

大社公民館　（柳本町1-37）　☎0798-71-3649
行事名 主催グループ 開催日時

推進員講座実施報告・
ひらけ公民館 大社公民館地域学習推進員会 10/15（土）〜10/25（火）10時〜16時

鉢植え・寄せ植え・盆栽作品展 大社園芸同好会 10/15（土）・10/16（日）10時〜16時

絵画作品展 G.HIMAWARI・大社子ども造形
サークル

10/15（土）・10/16（日）12時〜16時
※16日は10時から

スクエアダンスを踊ろう 西宮スクエアダンスクラブ 10/15（土）18時〜20時30分

トリプルP トリプルP（パリッシュ、ペパー
ミント、ピュアネス） 10/16（日）10時〜12時

オカリナコンサート オカリナなないろ 10/16（日）14時〜15時
オカリナ公開練習と発表 上ヶ原オカリナクラブ 10/18（火）15時〜15時40分
社交ダンス公開練習の見学 アペルダンスグループ 10/19（水）13時〜15時
健康体操 健康体操友の会 10/20（木）10時〜11時30分
陶芸作品展 翠陶会 10/22（土）・10/23（日）10時〜16時

絵手紙のおけいこ 新婦人西宮支部 
小山羊班 絵手紙小組 10/22（土）10時30分〜15時

太極拳発表会 武術太極拳同好会、太極拳楽和、
太極の会 10/22（土）14時〜16時

AMAZING LIVE SHOW 大社公民館地域学習推進員会 10/23（日）13時〜14時30分
みやっこ音楽回廊 ひらけ公民館実行委員会 10/23（日）11時〜17時

親子リズム 新婦人西宮支部 
小山羊班 親子リズム 10/25（火）10時〜11時30分

高木公民館　（高木東町15-10）　☎0798-65-1569
行事名 主催グループ 開催日時

講座開催展 高木公民館地域学習推進員会 10/15（土）〜10/25（火）9時〜16時

書道作品展 香風会 10/15（土）・10/16（日）10時〜16時
※最終日は15時まで

三味線と唄のおさらい会 たんぽぽ民謡グループ 10/16（日）13時〜15時
着物着付発表会 高木着物着付グループ 10/18（火）10時30分〜12時
フラワーアレンジメント展示 オアシスの会 10/18（火）・10/19（水）10時〜16時
オカリナ 演奏会 オカリナ ガーデンズ 10/19（水）14時30分〜15時30分
太極拳発表会 高木太極拳同好会 10/20（木）10時30分〜11時30分
ブルースターズ創立15周年記念
ハーモニカ演奏会 ブルースターズ 10/20（木）14時〜16時

子供書道作品展 たんぽぽ子供書道 10/21（金）14時〜18時30分
木彫り作品展 木彫グループ ほりほり会 10/22（土）・10/23（日）10時〜16時
鉄道模型展示運転 TMD 10/25（火）11時〜16時

高須公民館　（高須町2丁目1-35）　☎0798-49-1312
行事名 主催グループ 開催日時

楽しいパソコン 使おうスマホ 高須パソクラブ
10/29（土）・10/30（日）10時〜16時
※ スマホの使い方10時〜、13時30分〜

各2時間

絵手紙展示会・体験会 新日本婦人の会西宮支部MU班 10/29（土）・10/30（日）10時〜16時
※体験会は29日のみ

活動推進員会講座写真等展示 高須公民館地域学習推進員会
10/29（土）・10/30（日）10時〜16時

写真作品展 武庫川写真クラブ
新舞踊・日舞 白扇の会 10/29（土）11時〜12時
コーラス レディス・コーラスにじ 10/29（土）13時30分〜14時10分
ハーモニカ演奏 ハーモニカの会 10/29（土）14時30分〜15時30分
太極拳で健康ライフ 高須太極拳クラブ 10/29（土）16時〜17時

社交ダンスパーティー 高須ダンスグループ・
カトレアダンスサークル 10/29（土）18時30分〜21時

いろとりどりのパフォーマンス 彩の会 10/30（日）11時〜12時
大正琴発表会 春琴会 10/30（日）12時50分〜13時50分
合唱 うたごえサークル「あおいそら」10/30（日）14時〜14時45分
TAKASU オータムコンサート
〜JAZZのひとときを〜 高須公民館地域学習推進員会 10/30（日）15時〜16時

ストレッチ体操 ストレッチレインボー 11/4（金）10時30分〜11時50分

第71回第71回第71回

主催：西宮市・（公財）西宮市文化振興財団　☎0798-33-3146（平日9：00〜17：30）



段上公民館　（段上町2丁目10-3）　☎0798-53-0931
行事名 主催グループ 開催日時

生花展示 段上生花グループ 10/15（土）〜10/17（月）9時〜17時
※最終日は15時まで

地域学習推進員会の紹介と
活動報告 段上公民館地域学習推進員会 10/15（土）〜10/25（火）10時〜16時

カラオケの練習風景 段上カラオケ粋の会（輪） 10/15（土）9時30分〜11時30分
段上ストレッチ公開練習 段上ストレッチ 10/15（土）10時〜11時30分
ゴスペルコンサート Nigawa ゴスペルクワイア 10/15（土）14時〜15時
折がみ作品展 折がみグループ 久寿玉 10/15（土）・10/16（日）10時〜15時
絵画作品展 アトリエ '93 10/15（土）〜10/17（月）10時〜16時
ストレッチ体操公開練習 ストレッチメイト 10/17（月）10時30分〜12時
体験公開練習 健康体操 10/17（月）12時35分〜13時55分
健康維持のためのストレッチを
中心としたヨガ 段上ヨガの会 10/19（水）10時〜11時30分

フォークダンス 西宮レディースフォークダンス
サークル 10/19（水）13時〜15時

将棋自由対局 段上将棋友の会 10/19（水）13時〜16時30分
着物着付けと帯結び 段上着物着付けグループ 10/20（木）9時〜15時
ヨーガ公開レッスン ヨーガ・セラピー 10/20（木）10時〜11時30分
オカリナの公開練習と発表 段上オカリナクラブ 10/20（木）14時30分〜15時10分

絵手紙 新日本婦人の会西宮支部
きらきら班絵手紙 10/21（金）10時30分〜15時

キッズダンス発表会 L☆Dキッズ・Sunnyキッズ 10/22（土）13時〜14時
水彩画 四季の草花 花好会 10/22（土）・10/23（日）10時〜16時
社交ダンスパーティ Kʼアップ 10/23（日）13時〜16時
歌の集い さえずり 10/24（月）14時〜15時

中央公民館　（高松町4-8）　☎0798-67-1567
行事名 主催グループ 開催日時

囲碁 碁遊会 10/15（土）10時〜16時
パッチワーク・キルト作品展 tik・tik 10/15（土）〜10/17（月）10時〜16時
講座風景の写真展 中央公民館地域学習推進員会 10/15（土）〜10/25（火）10時〜16時
中央公民館定期使用グループ
活動紹介 中央公民館グループ協議会 10/15（土）〜10/25（火）10時〜15時

トールペインティング作品展 アトリエ・デュオ 10/15（土）11時〜16時

筝曲さくら会発表会 筝曲さくら会/尺八グループ
「ARUKAS」 10/15（土）13時30分〜15時30分

三線演奏 琉球三線かりゆし 10/15（土）16時〜16時45分
書道・ペン習字作品展 陽水書道会 10/16（日）10時〜16時

パステル画作品の展示 宮水学園自主グループ 
パステル画愛好会

10/16（日）〜10/20（木）10時〜17時
※初日は12時から、最終日は12時まで

ピアノ連弾演奏 HASH 10/16（日）10時50分〜11時30分
詩吟の発表会 西宮詩吟同好会 10/16（日）15時〜16時
自力整体 HAPPY自力整体の会 10/17（月）13時〜14時30分
コーラス発表会 女声コーラス コール・バウム 10/17（月）13時30分〜14時30分
麗華太極拳発表会 麗華太極拳 10/19（水）10時30分〜11時30分
フォークダンス交流会 西宮中央フォークダンス協会 10/21（金）13時〜16時30分
俳句作品展 うぐいすプレラ句会

10/22（土）・10/23（日）10時〜16時陶芸作品展 中公陶芸グループ
てがき友禅の会 作品展 てがき友禅の会
押し花・レカンフラワー作品展 押し花サロン菩提樹 10/22（土）〜10/24（月）10時〜16時

水彩画 スケッチサークル・パレット 10/22（土）〜10/24（月）10時〜17時
※最終日は16時まで

フラダンスの発表会 カマナオポノアロハ ナ クアヒヴィ 10/22（土）10時30分〜11時30分
日本舞踊発表会 日本舞踊五月会 10/22（土）13時30分〜15時
ハワイアンフラソング＆フラダンス O'Kona Friends 10/23（日）14時〜15時30分
一緒に踊ろう フォークダンス フォークダンス カメリア椿 10/24（月）13時15分〜15時45分

鳴尾公民館　（鳴尾町1丁目8-2）　☎0798-47-3838
行事名 主催グループ 開催日時

推進員会活動ポスターパネル展 鳴尾公民館活動推進員会
10/29（土）〜11/8（火）9時〜16時30分グループ活動パネル展 鳴尾公民館グループ協議会

活動紹介・作品展示 鳴尾青葉のつどい
バランスの良いごはんを食べて
フレイル対策を進めよう 西宮いずみ会 鳴尾グループ 10/29（土）10時〜16時

フォークダンス練習 ビビッド鳴尾 10/29（土）10時30分〜11時30分
歌唱発表 なるお歌唱クラブ 10/29（土）13時〜16時
みんなといっしょに六甲山 甲子園山の会 10/29（土）・10/30（日）10時〜15時30分
水彩画展示 パレット鳴尾 10/29（土）・10/30（日）10時〜16時30分
ほとけの造形 西宮仏像彫刻研究会 10/29（土）・10/30（日）9時〜16時
聴覚障害者への理解、展示・
カードゲーム 鳴尾手話サークル かさじぞう 10/30（日）13時30分〜15時30分

みんなでおどろうフォークダンス 西宮市フォークダンス協会 10/30（日）12時30分〜16時30分

グループ雑草展 西宮福祉ボランティア 
グループ雑草 10/31（月）〜11/4（金）9時〜16時30分

鳴尾シニアフォークダンス
サークル

鳴尾シニアフォークダンス
サークル 11/1（火）9時30分〜11時30分

オカリナを楽しむ会演奏会 そよ風、PAL、コクリコ他 11/1（火）13時〜14時30分
鳴尾バトン発表会 鳴尾バトングループ 11/3（木）11時〜11時30分
ストレッチ体操 のびのびストレッチ 11/3（木）9時30分〜11時30分
オカリナの公開練習と発表 鳴尾オカリナクラブ 11/3（木）11時〜11時40分
大正琴発表会 大正琴 菜の花会 11/4（金）13時〜15時
古文書の展示 古文書を読もう会 11/5（土）・11/6（日）10時〜16時
合唱発表会 混声合唱団「鳴音」 11/5（土）13時30分〜14時
ジャズコンサート shima jazz Group 11/5（土）11時〜12時
書道作品展 茜書道グループ

11/5（土）・11/6（日）10時〜16時
手編み作品展 鳴尾手編みグループ

着物の着方、帯結びの発表 鳴尾公民館、学文公民館、鳴尾
東公民館の着付けサークル 11/7（月）13時〜15時

鳴尾東公民館　（東鳴尾町1丁目9-1）　☎0798-49-1300
行事名 主催グループ 開催日時

鳴尾東公民館地域学習推進員会
活動の紹介 鳴尾東公民館地域学習推進員会 10/29（土）〜11/8（火）10時〜16時

※最終日は14時まで

事業報告展示 鳴尾東地区社会福祉協議会 10/29（土）〜11/8（火）10時〜16時
※最終日は11時30分まで

オカリナサークル オルナ
定期演奏会 オカリナサークル オルナ 10/29（土）13時〜14時30分

空手の公開練習 緑拳館空手クラブ 10/29（土）13時〜15時

絵手紙展 新日本婦人の会西宮支部
鳴尾班絵手紙小組 10/30（日）10時〜15時

講座「西宮・鳴尾文学散歩
~遠藤周作と西宮~」鳴尾東公民館地域学習推進員会 11/1（火）13時30分〜15時

鳴尾東青葉のつどい活動紹介
（展示） 鳴尾東青葉のつどい 11/1（火）〜11/8（火）10時〜16時

※初日は11時から、最終日は10時30分まで
ピラティス ピラティス まどか 11/4（金）12時45分〜13時40分
公開レッスン 真美体操ハッピー 11/5（土）10時〜11時30分

西宮浜公民館　（西宮浜4丁目13-1）　☎0798-34-2002
行事名 主催グループ 開催日時

タイル絵付作品展 マジョリカ
10/15（土）・10/16（日）10時〜16時陶芸作品展 マリナ陶好会

手芸作品展 花水木
ジャズ・ラテン・映画音楽 
ビッグバンドコンサート 関西ポップスオーケストラ 10/16（日）11時〜12時

吹奏楽コンサート ウィンドオーケストラ今津 10/16（日）15時〜16時
太極拳の基本から演武まで マリナ太極拳 10/17（月）10時〜12時
キッズダンス公開レッスン＆
ミニ発表会 スキップ 10/18（火）17時30分〜20時30分

やすらぎコンサート 西宮浜公民館地域学習推進員会 10/21（金）11時〜12時
公開レッスン＆プチ発表 キッズジャズダンス 10/21（金）18時30分〜20時30分
阪急学園吹奏楽団 
いるぴースターズ コンサート

阪急学園吹奏楽団
いるぴースターズ 10/22（土）11時〜12時

カラオケ発表会 西宮浜シルバーカラオケ同好会 10/23（日）9時〜16時
フラダンス発表会 マリーナポエポエ 10/25（火）13時〜14時

浜脇公民館　（浜脇町5-14）　☎0798-26-0656
行事名 主催グループ 開催日時

推進員会活動報告 浜脇公民館地域学習推進員会 10/17（月）〜10/24（月）10時〜16時
子どもジャズダンス キッズグループ 10/17（月）18時30分〜21時30分

絵手紙作品展 新婦人西宮支部
えびす班絵手紙 10/18（火）・10/19（水）10時〜16時

エンジョイ‼ 社交ダンス ダンスサークルあじさい 10/18（火）13時〜16時
太極柔力球（ロウリーボール）
公開練習 クラブ泉 10/19（水）9時30分〜11時30分

親子リズム体操 新婦人西宮支部
えびす班親子リズム 10/20（木）10時〜11時30分

健康美体操公開レッスン 浜脇エクササイズ 10/21（金）10時30分〜12時
フリースタイルダンス
公開体験練習 Dan Dan 10/22（土）10時〜11時45分

陶芸作品展 浜脇好陶グループ
10/22（土）・10/23（日）10時〜16時木彫作品展 浜脇木彫の会

みずくき会書道展 みずくき会
中国語体験レッスン

（初級・中級・入門） 中国語上海うさぎ 10/23（日）9時10分〜14時20分

箏コンサート 律の会／箏サークルなでしこ 10/23（日）13時30分〜15時
ソフトエアロ公開レッスン 浜脇エアロクラブ 10/24（月）10時〜11時30分

春風公民館　（甲子園春風町2-21）　☎0798-33-1123
行事名 主催グループ 開催日時

健康体操 健美体操 はるかぜ 10/29（土）10時〜11時
体験囲碁サロン 春風碁友会 10/29（土）12時30分〜16時
人形劇・朗読 読み聞かせグループ「カナリア」10/29（土）14時〜14時45分
オカリナ合奏 さくら 10/30（日）10時〜10時50分
ジャズ演奏 ウエストウインズ ジャズオーケストラ 10/30（日）11時15分〜12時15分
空手型演武・組手 月心会 10/30（日）13時〜14時
歌と楽器演奏 情熱の音楽工房とリズム・パニック 10/30（日）15時30分〜16時
公民館講座活動展 春風公民館活動推進員会

10/29（土）・10/30（日）10時〜16時

洋画作品展 洋画ぐるうぷ「苔」
余技展 春風地区社会福祉協議会
余技展 春風婦人会
かな書道作品展 やなぎグループ
絵手紙作品展 絵手紙 花だよりの会
陶芸作品展 楽趣会
俳画作品展 春風俳画グループ
絵画作品展 なんくるないさ

南甲子園公民館　（甲子園九番町15-40）　☎0798-49-4741
行事名 主催グループ 開催日時

南甲子園公民館地域学習推進員会
活動パネル展 南甲子園公民館地域学習推進員会 10/29㈯〜11/6㈰9時〜17時

※最終日は16時まで

ダーツの振興、普及体験会 ダーツ同好会、南甲子園Jダー
ツの会、ENJOYダーツ 10/29㈯10時〜16時

西宮市民文化祭参加事業
〜椅子に座ってゆるふわ体操 南甲子園公民館地域学習推進員会 10/30㈰10時30分〜15時30分

モダンバレエを習う公開練習 リラクゼーションバレエ 10/30㈰11時〜11時50分
3B体操 シェイプアップマドンナ 10/31㈪9時〜12時
キッズヒップホップジャズダンス
公開レッスン ステップ by ステップ 10/31㈪15時30分〜22時

絵手紙展示と体験会 新婦人西宮支部 柊班絵手紙 11/1㈫・11/2㈬10時〜15時
フラダンス発表会 ウリウリ 11/1㈫10時30分〜11時30分
公開レッスン Dance Arts 11/1㈫14時〜16時
キッズ・大人ヒップホップジャズ
ダンス公開レッスン ウェーブキッズダンス 11/1㈫17時30分〜22時

南甲子園民踊グループおさらい会 南甲子園民踊グループ 11/2㈬10時〜11時30分
西宮市民文化祭参加事業
〜秋の日コンサート 南甲子園公民館地域学習推進員会 11/2㈬13時30分〜15時30分

椅子に座って楽らく体操体験 安心椅子体操 11/3㈭14時〜15時
やさしいエアロ体験レッスン フィットネスリボン 11/4㈮9時45分〜11時15分
太極拳体験のつどい まどかー太極拳 11/5㈯9時30分〜10時30分
書道展 くれない書道 11/5㈯・11/6㈰10時〜16時
木彫作品展 彫美会 11/5㈯・11/6㈰10時〜16時
太極剣の表演 つくしんぼ 11/5㈯10時40分〜11時30分
フォークダンス公開練習 甲子園フォークダンスクラブ 11/5㈯13時〜15時30分
女声コーラス発表会 コール・プリマベーラ 11/6㈰11時〜12時

山口公民館・山口ホール　（山口町下山口4丁目1-8）　☎078-904-0287
行事名 主催グループ 開催日時

食生活改善活動展示 西宮いずみ会山口グループ 11/1（火）・11/2（水）10時〜16時
水彩画・デッサン画作品展 絵画グループ ゆうの会

11/1（火）〜11/3（木）10時〜16時

講座風景写真と作品展 山口公民館地域学習推進員会
手芸・手作り作品展 山口地区連合婦人会
シャドウボックス作品展 シャドウボックスEMMART
陶芸作品展 陶芸サークル「TuTiの会」
メッシュクラフト作品展 花くらぶ
絵手紙作品展 四季のたより
文庫本展示等 山口読書会
書道作品展 書を習おう会
編物手作り作品展 編物サークル
写真作品展 フォト01
書道・ペン字作品展 蘭風会
クラシックバレエの発表 KAO バレエスタジオ

11/3（木）
※ 出演順・時間詳細は、公民館へお

問い合わせください。

日本舞踊の発表 夢扇会
健康体操 山口木蘭会
ジャズダンス・バレエコンサート ラブ・ステップ
箏曲演奏 白ゆり会、なでしこの会

ハワイアン フラ ハワイアンフラサークル
コークアロハミリミリ

ハワイアン フラ Mana Mai Ka Lani
ミュージカルショー 市民ミュージカル劇団「希望」

フォークダンスの発表 北六甲台フォークダンスサークル
花みずき

ビッグバンドの演奏 さくらやまなみ楽団
日本舞踊・新舞踊 寿美の会
カラオケの発表 寿美れ会

用海公民館　（石在町10-21）　☎0798-26-0532
行事名 主催グループ 開催日時

用海地区行事写真等展示 用海地区団体協議会 10/15（土）〜10/25（火）10時〜16時
※最終日は12時まで

ヨーガ 用海ヨーガグループ 10/15（土）10時〜11時30分
書道作品展 書道サークル まどか 10/15（土）・10/16（日）10時〜16時
カラオケ発表会 レインボーズクラブ 10/15（土）13時〜16時

絵手紙・古布の会作品展 新日本婦人の会 西宮支部 
用海班 絵手紙、古布の会 10/16（日）10時〜16時

社交ダンスパーティー シャル ウィ ダンス 10/16（日）13時〜16時
公開対局 用海将棋会 10/16（日）13時〜17時
童謡唱歌発表会
〜みんなで歌いましょう〜 西宮童謡をうたう会 10/18（火）13時30分〜15時

ダーツを楽しもう ダーツの会 10/19（水）10時〜15時
太極拳 演武 YOGAI太極拳HANA 10/21（金）10時〜11時30分
太極拳 剣 公開練習 風剣の会 10/22（土）10時〜11時
絵手紙作品展 明日葉グループ 10/22（土）10時〜15時
囲碁対局 用海囲碁グループ 10/22（土）13時〜16時30分
オカリナの公開練習と発表 用海オカリナクラブ 10/22（土）14時30分〜15時

若竹公民館　（西福町15-12）　☎0798-67-7171
行事名 主催グループ 開催日時

若竹青葉のつどい活動紹介 西宮市社会福祉協議会 青葉園 10/15（土）〜10/25（火）9時〜17時
ふきのとう活動報告展示DVD上映
〜あなたは差別の現実を知ってい
ますか？〜

同和問題自主学習グループ 
ふきのとう

10/22（土）・10/23（日）10時〜17時
※最終日は16時まで水彩画作品展示 洋画サークルあじさい

和紙ちぎり絵サークル作品展 和紙ちぎり絵サークル
絵画グループ四季作品展 絵画グループ四季
西宮童謡の会コーラス 西宮童謡の会

10/23（日）13時〜16時

養血補気益寿功・導引養生功
の歌など表演 若竹気功グループ

三味線、和太鼓演奏 芦原地区子ども会連絡協議会
和太鼓・三味線

三味線演奏 芦原地域生活文化問題協議会
三味線

民踊部発表 芦原老人クラブ連合民踊部
詩吟の朗詠 夙川桜
日本舞踊発表 光延会

生瀬小学校体育館　（生瀬町2丁目26-24）　☎0797-86-4601
行事名 主催グループ 開催日時

生瀬自治会作品展 生瀬自治会

11/5（土）・11/6（日）9時〜16時
※初日は13時から

惣川自治会作品展 惣川自治会
宝生ケ丘自治会作品展 宝生ケ丘自治会
生瀬高台自治会作品展 生瀬高台自治会
花の峯自治会作品展 花の峯自治会
青葉台自治会作品展 青葉台自治会
惣川東の町自治会作品展 惣川東の町自治会
セルヴィオ自治会作品展 セルヴィオ自治会
写真・広報展示 生瀬校区老人クラブ連合会
写真・手芸作品展 東部老人クラブきずな会
手芸・手作り作品展 生瀬老人ひまわりクラブ友愛の会
写真・広報展示 生瀬地区婦人共励会
写真・広報展示 塩瀬公民館活動推進員会
写真・広報展示 ぐるっと生瀬運行協議会
俳句　瀬音会作品展 俳句　瀬音会
ゆずりは２１作品展 ゆずりは２１
写真・広報展示 生瀬地区コミュニティ協議会
書道展示 書道　ちぐさ会
太極拳演技 太極拳

11/6（日）12時〜15時30分

太極拳演技 くすのき太極拳サークル
カラオケ発表 生瀬校区老人クラブ連合会
カラオケ発表 生瀬老人会カラオケ同好会すみれ
コーラス発表 さわやかコーラス
カラオケ発表 青葉台カラオケ
民踊発表 楽踊会
太極拳演技 ハオハオローリーボール
コーラス発表 生瀬小学校PTA「ゆずりはコーラス」
楽器演奏 チェロ・バイオリン演奏

浄橋寺　（生瀬町2丁目20-24）　☎0797-86-4626
行事名 主催グループ 開催日時

寺宝展 浄橋寺会 11/5（土）・11/6（日）9時〜16時
※初日は13時から

津門市民館　（津門綾羽町6-12）　☎0798-26-3509
行事名 主催グループ 開催日時

手作り作品展 津門連合婦人会 10/29（土）・10/30（日）10時〜16時
※最終日は15時まで

鳴尾老人福祉センター　（上田中町2-7）　☎0798-47-9519
行事名 主催グループ 開催日時

鳴尾老人福祉センター文化祭
2022

NPO法人なごみ、地区社会福
祉協議会、ひふみ会、あさがお
会、白扇の会

10/25（火）〜10/29（土）9時〜17時
※最終日は13時まで

勤労会館　（松原町2-37）　☎0798-34-1662
行事名 主催グループ 開催日時

吟剣詩舞道大会 西宮市吟詠剣舞連盟 11/3（木）9時〜17時

市民会館、アミティ・ベイコムホール　（六湛寺町10-11）　☎0798-33-3111
行事名 主催グループ 開催日時

ふるさとの民踊発表会 西宮市民踊協会 10/23（日）13時〜16時
秋季俳句大会 西宮俳句協会 10/30（日）12時30分〜15時

プレラホール　（高松町4-8）　☎0798-64-9485
行事名 主催グループ 開催日時

第109回西宮三曲協会定期演奏会 西宮三曲協会 10/16（日）13時〜16時

甲東ホール　（甲東園3丁目2-29）　☎0798-51-5144
行事名 主催グループ 開催日時

第36回リコーダー演奏会 あんさんぶる ラ･メール 10/23（日）14時〜15時30分

北六甲台コミュニティセンター　（北六甲台5丁目28-9）　☎078-904-0986
行事名 主催グループ 開催日時

北六甲台自治会文化祭
北六甲台自治会、福寿会、
青愛協、社協、環境委員、
スポーツ21

11/3（木）〜11/5（土）10時〜16時


