
10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。

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

８（土） 14：00 上方オペラ工房 第24回公演オペラ「ドン・パスクアーレ」
（全３幕　日本語字幕付きイタリア語上演） 3,500円 上方オペラ工房

☎070-8978-6623

９（日） ①11：00
②14：00 親子で楽しむコンサート Hop! Step!! Music!!! 1,500円 合同会社五線譜

☎090-5652-7242

16（日） 11：00 私立中高進学相談会 無料（要事前申込） 関西進学ウェブ
☎06-6636-1031

31（月） 19：00 アンサンブル ヴィトラ 2,500円 西宮市フレンテホール
☎32-8660

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

２（日） 14：30 第10回Ailes Ballet School 記念発表会 要整理券 Ailes Ballet School
☎080-4019-0320

５（水） ①10：30
②14：00 名画鑑賞会「梅切らぬバカ」 1,300円 （公財）西宮市文化振興財団

☎33-3111

７（金） 14：00 改正法人税法等説明会 関係者 （公社）西宮納税協会
☎33-5216

８（土） 13：30 六車智香 ソプラノ 名曲の花束 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）

９（日） 17：00 兵庫県立西宮高等学校音楽科 第38回定期演奏会 無料　要事前申込 兵庫県立西宮高等学校
☎52-0185

10（月・祝） 14：00 親子に贈る「みんなでつくるおーけすとらこんさーと」 無料　要整理券
※０歳〜入場可

西宮きらきら母交響楽団
（同楽団ホームページをご覧ください）

15（土） 未定 KANUN SHIPS 2022 DANCE RECITAL vol.10 3,500円 スタジオ カヌン
☎74-5580

23（日） 13：00 第71回西宮市民文化祭「ふるさとの民踊発表会」 無料 西宮市民踊協会
☎67-9051（石田）

27（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

29（土） 18：30 Poco a Poco Wind Ensemble 第23回定期演奏会 無料 ☎050-5374-9026（ミチモト）

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

10/26〜10/30
（初日13：00〜）

10：00〜17：00
（〜16：00）

フォト99写真展 写真 和手
☎090-1482-5320

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（土） 14：00 Classicコンサートinプレラ 1,000円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

８（土） 19：00 普久原茉依ハープリサイタル PRIMO 3,000円 古典芸術振興会フトゥーロ
☎080-3616-7939（月〜金 10〜17時）

13（木） 14：30 前田こずえとおしゃれな仲間たち 無料　要予約 前田 こずえ
☎080-6135-3373

15（土） 13：30 Musica Insieme Vol.13 
Il saggio musicale〜歌の運動会〜 無料 Musica Insieme

16（日） 13：00 第71回西宮市民文化祭
第109回 西宮三曲協会定期演奏会 無料　要整理券 西宮三曲協会

☎090-1899-3665（吉村 SMS希望）

23（日） 14：00 フルートアンサンブル ラ・フォーレ 第14回定期演奏会 無料 フルートアンサンブル ラ・フォーレ
☎090-3266-7348（広尾）

29（土） 15：00 プレラホール オペラハイライト & On the Stage Tour 3,500円 西宮市プレラホール
☎64-9485

30（日）
10：30 植村花菜と竹中真の０歳からのおやこコンサート 2,500円 （一社）ママズケア

 care@mamascare.com

14：30 ピアノとチェロ 1,000円 アリア
https://aria-24.jimdosite.com/



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

10（月・祝） 13：00 選べる習い事 YeePa ! 第３回発表会 無料 YeePa ! 甲子園校
☎42-7960

13（木） 14：00 木曜講座 第５回『ウクライナ戦争と今後の世界』 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

16（日） 14：00 第28回サウスウィンド吹奏楽団定期演奏会 無料 サウスウィンド吹奏楽団
☎41-2430

27（木） 14：00 木曜講座 第６回『新疆ウイグル自治区に「自治」はある
のか？〜新疆人から見た迫害の真実〜』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

30（日） 14：00 愛と平和のコンサート 〜君は生きているか〜 要問合せ 西宮さくらんぼ合唱団
☎71-6688（鈴鹿）

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

９/20〜10/２ 10：00〜17：00
（〜16：00）第66回西宮美術協会展 油彩・水彩・アクリル・版画

インスタレーション・立体
西宮美術協会
☎74-1089

10/４〜10/７ 10：00〜16：00
（〜12：00）令和４年度 第55回西宮市高齢者作品展 絵画・書・写真・工芸

４部門
西宮市老人クラブ連合会
☎34-3334

10/４〜10/９ 10：00〜17：00
（〜16：00）環境ポスター展 環境テーマのポスター 西宮市環境学習都市推進課

☎35-3821

10/４〜10/９ 10：00〜17：00
（〜16：00）選挙啓発ポスター展 選挙啓発ポスター 西宮市選挙管理課

☎35-3733

10/14〜10/29 10：00〜17：00
（〜16：00）

第50回西宮市芸術祭
西宮芸術文化協会作家の近作展

洋画・デザイン・日本画 
書道・写真・彫塑・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（土） 14：00 アフタヌーン・コンサート on Saturday vol.２
〜古典派音楽の調べ〜 2,300円  lieben151a@gmail.com

☎080-1409-9033（向井）

２（日） 13：30 いつもSAX‼ プレミアム 3,000円 リプルミュージック
☎072-849-0578（山添）

15（土） 14：00 華麗なるチェロアンサンブルの響き 無料 チェロアンサンブル♯＆♭
☎06-6491-5208（藤井）

21（金） 19：00 バラード〜ピアノとダンス
（ダンス甲東園vol.X） 3,300円 甲東ホール

☎51-5144

22（土） 14：00 Palette Concert vol.９ 2,000円  palette28@yahoo.co.jp

23（日） 14：00 第71回西宮市民文化祭
あんさんぶるラ・メール 第36回リコーダーコンサート 無料 あんさんぶるラ・メール

☎080-3504-4053（髙井）

29（土） 15：30 国立音楽大学in兵庫 体験無料レッスン 無料 国立音楽大学兵庫県同調会
☎070-2319-9483（杉尾）

30（日） 13：00 MOA美術館西宮児童作品展 表彰式 無料 MOA美術館西宮児童作品展
☎53-1600（中本）

甲東ホール展示室 アプリ甲東4階
開催期間 時間（最終日） 展　覧　会　名　称 内　　容 お問合せ先

10/28〜10/30 10：00〜19：00
（15：00）MOA美術館西宮児童作品展 無料 中本 園子

☎53-1600

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

10（月・祝） 13：00 ボッチャ大会 無料 西宮市生活支援課
☎0798-35-3923

29（土） 13：00 竹田勝 傘寿コンサート 無料 竹田
☎078-903-2369

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

10/１ 13：00〜17：00 児童図画工作教室 絵画 児童絵画教室
☎090-1960-0908 

10/21〜10/23 10：00〜17：00 一彩会北教室作品展 絵画展 一彩会
☎090-6068-4520

10/26〜10/28 ９：00〜17：00
（〜16：00）山口町老人クラブ連合会「高齢者作品展」 絵画・書・写真・手芸

盆栽等
山口町老人クラブ連合会
☎078-903-0227



※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パネル展示「西宮砲台のある風景」
②常設展示「西宮の歴史と文化」

①10/４〜30　
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

Back to 1972 50年前の現代美術へ
同時開催　大谷竹次郎とコレクション 10/８〜12/11　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”

10/１〜12/29（下巻）　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）日祝休

①平常展 学院を築いた４人の院長
②企画展 美術と文芸シリーズ
　新収蔵品 洋画家 大森啓助コレクション展

①７/４〜10/１　②10/17〜12/17
いずれも無料
※10/２〜16休館

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

第128回展観 近世刀装具の美術史 10/15〜11/27　
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

笹倉鉄平「猫や犬のいる景色って…」展 ９/16〜12/19　400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

秋季展「材質と技法─製作痕の観察から─」 10/８〜12/４　200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秋季展「墨つかい」
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」

①②③ともに９/14〜11/20
記念館・酒蔵館共通券500円
※10/17は記念館展示替えのため観覧不可

堀 江 オ ル ゴ ー ル 博 物 館
苦楽園四番町7−1� ☎70−0656
10:00〜17:00（入館は16:00まで）月休

オルゴールと自動演奏楽器の演奏と解説
10/１〜12/25　900円
案内時間
①10：30　②13：00　③15：00

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
９/27〜10/２ 10：30〜17：30

（〜16：00）雑派展 油絵、水彩他 安田 宏司
☎090-5883-4386

９/27〜10/２ 10：00〜17：00
（〜16：00）西宮日本画協会 秋の新作展 現代日本画・水墨画他 青木 紀子

☎71-6019
９/27〜10/２ 10：00〜18：00

（〜17：00）第７回ぐる〜ぷ「蒼」西宮水彩画展 水彩画 前田 友博
☎090-3464-2665

10/４〜10/９ 10：00〜17：00
（〜15：00）西宮市シルバー人材センター会員作品展 絵画他 シルバー人材センター

☎72-3461
10/11〜10/16 10：00〜17：00

（〜16：00）第23回書の広場・ポラーノ展 書作品（額・パネル・軸など） 加登 錦
☎090-9272-2610

10/11〜10/16 10：00〜17：00
（〜16：00）ゆう展 水彩画 実田 安男

☎080-5420-3576
10/18〜10/23 10：00〜17：00

（〜15：30）フォトさんさんクラブ写真展 写真（風景・スナップなど） 坪内 啓二
☎46-1231

10/25〜10/30 10：00〜17：00
（〜16：00）パレット・クラブ展 洋画（水彩画・油絵） 井上 恭子

☎64-1288
10/25〜10/30 10：00〜18：00

（〜15：00）第26回写塾AIM写真展 写真 林田 弘
☎090-7963-2856

10/25〜10/30 10：00〜18：00
（〜16：30）陶房セラカフェゴッテ生徒作品展 陶芸作品 福田 典幸

☎090-3495-9714

市内ギャラリー
施　設　名 展　覧　会　名 期間・休館日等

ア ト リ エ 西 宮
馬場町1−22� ☎22−0322 一ノ瀬孝子 クロニクル展 10/25〜30　12：00〜18：00（最終日17：00）

会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

①─米山清人の世界─京友禅の匠染織展
②2022かぴばらっこ展 in 関西
③近松素子 作品展
④アメリカンチャイナペインティング作品展

①10/６〜11　11：00〜17：00（最終日15：00）
②10/14〜18　11：00〜18：00（最終日16：00）
③10/20〜25　11：00〜18：00（最終日17：00）
④10/27〜29　11：00〜18：00（最終日17：00）

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①安岡明夫 個展
②第47回 伊勢昌史展
③古澤麻澄 日本画展〜20年間の足跡〜
④前田廣子 日本画展 命をみつめて

①９/30〜10/５　12：00〜17：00
②10/７〜19　10：00〜18：00（初日13：00〜　最終日17：00）※10/13休
③10/21〜26　10：00〜18：00（初日13：00〜　最終日17：00）
④10/28〜11/２　10：00〜17：00（初日13：00〜　最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

絵 nishi 展 11/23〜28　11：00〜18：00

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①家具工房 榎
か

栞
かん

 木の家具展
②キャンドル展

①10/7〜10　②10/29〜31
いずれも11：00〜18：00

（①②最終日17：00）会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

①拓の会 日本画展
②玉井和代 日本画展「蒼と金平糖」

①10/18〜23　
②10/25〜30
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

中国の書家 張森作品展 10/５〜９　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約


