
11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

３（木・祝） 14：00 西宮市民音楽祭 宮っ子みんなのコンサート 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

５（土） 18：00 ナイトDEライト ライブ 3,000円 ナイトDEライトライブ実行委員会
☎090-3866-0676（岡田）

12（土） 16：00 リトルマーメイド 第９回発表会 無料 リトルマーメイド
☎090-5060-9666（太田）

13（日） 14：00 セレスティーナ男声合唱団 創立100周年記念演奏会 1,000円 セレスティーナ男声合唱団
☎080-5317-7838（酒井）

19（土） 13：30 古典芸能鑑賞会 日本舞踊 1,000円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

23（水・祝） 13：15 島崎央子 オール・ショパン・プログラム 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）

27（日） 14：00 西宮交響楽団 第117回定期演奏会 1,000円 西宮交響楽団
☎53-4478（青木）

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

11/９〜11/14 10：00〜17：00
（〜16：00）彩遊会　作品展 水彩画 彩遊会

☎67-3656（今泉）

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（木） 14：00 木曜講座 第７回『相撲の魅力、相撲の不思議』 無料 西宮市立西宮東高等学校
☎47-6013

12（土） 10：00 ブルグミュラーコンクール西宮・甲子園地区予選 関係者のみ ピティナ西宮南ステーション
☎080-2484-2924

17（木） 14：00 木曜講座 第８回
『千利休の茶の湯改革─利休と信長─』 無料 西宮市立西宮東高等学校

☎47-6013

18（金） 10：00 第52回西宮市青少年健全育成のつどい 無料 西宮市教育委員会青少年育成課
☎31-5421

27（日） 13：30 2022青春の音楽祭♪ 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3113

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

３（木・祝） 13：00 フルートの発表会 無料 ☎090-9547-5525（金澤）

６（日） 16：30 CELTSITTOLKE コンサート
〜てんこもりSession 2022〜 5,000円 甲東ホール

☎51-5144

11（金） 13：30 第８回 朗読会 思いの花束 無料 語り手集団 WA
katarite@kataritewa.com（田中）

12（土） 17：00 ゾンアーベント・アンサンブル
第24回定期演奏会 500円 ゾンアーベント・アンサンブル

☎090-8570-3167（小原）

17（木） 19：00 チャリティ・フレンドシップコンサート 2,000円 ☎080-3785-1182（西村）

19（土） 15：30 NAKA MAKIKO
中眞希子 筝・十七絃コンサート〜心の調べ〜 3,000円 高橋靜子

☎090-9867-9985

22（火） ①13：00
②15：00 ２−５重奏 so many notes ! 2,000円 アリア 問合せフォーム（タカオカ）

https://aria-24.jimdosite.com

27（日） 13：00 西宮ギター教室 発表会 無料 西宮ギター教室
☎68-5600（玉川）



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（土） 19：00
黒蜥蜴 永遠の花 with ドラマティックコンサート 6,500円 （株）KENYUクリエイション

 kenyuu.murachi@gmail.com６（日） ①13：00
②17：00

11（金） 18：00 関戸美由美 ファーストCD『So in Love』発売記念
コンサート 〜ジャズとラテンに魅せられて〜 5,500円 （株）シードマスター

☎0771-20-1511

13（日） 10：00 第５回たきのえいじ杯 無料 関西創歌会
☎52-1337

19（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン『老後の資金がありません！』 800円 西宮都市管理（株）
☎32-8686

24（木）〜
25（金） 12：00 Re：workにしのみや合同企業交流会 無料 Re：workにしのみや事務所

☎23-1153

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（木・祝） 16：00 スタジオリトル 第13回発表会 無料 スタジオリトル 姫まりか
☎090-8369-2845

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

５（土） 13：00 第17回オータムコンサート2022 無料 クラシック・ミュージック・アカデミー
☎090-8539-2265

６（日） 14：30 宮澤賢治「セロ弾きのゴーシュ」 1,000円 アリア
https://aria-24.jimdosite.com 

７（月） 17：30 関西大学 入試説明会 無料 関西大学 入試センター
☎06-6368-1121（大代表）

10（木） 13：30 フレイル予防講演会
その衰え、本当に年のせい？〜フレイル予防で健康長寿〜 無料　要事前申込 西宮市保健所健康増進課フレイル対策チーム

☎26-3157

12（土） 13：00 カルチャー教室生演奏発表会
ヘルマンハープ フェス 2022 1,300円 日本ヘルマンハープ振興会

☎078-272-6502

19（土） 14：00 梅谷裕子オータムコンサート
オペラ座に甦る〜音楽の女

ミューズ

神 3,000円 梅谷裕子後援会
☎22-5061

30（水） 19：00 Saxophone Quartet Copainコンサート2022 3,000円 （合）五線譜
 g.gosenfu@gmail.com

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

11/３〜11/６ 10：00〜17：00
（〜16：00）第３回ステンドグラスエクラ教室作品展 ステンドグラス、パネル

ランプ、小物
ステンドグラスエクラ
☎31-2718

11/４〜11/６ 10：00〜18：00
（〜16：00）関西学院大学鉄道研究会OB会運転会 鉄道模型運転会 関西学院大学鉄道研究会OB会

☎53-7606

11/12〜11/20 10：00〜17：00
（〜14：00）第４回 Wool felt of Art in Nishinomiya Wool felt作品 西宮市立市民ギャラリー

☎33-1666

11/15〜11/27 10：00〜17：30
（〜16：00）写真楽園 Club SEI-G 写真展 2022 写真約300点を前期・後期

に分けて展示
写真楽園 Club SEI-G
☎090-5255-1709

11/22〜11/27 10：00〜17：00
（〜15：00）第８回星美会書道 作品展 小学生、中学生を中心とした

書道展
星美会書道
☎090-5131-3026

11/29〜12/４ 10：00〜17：00
（〜16：00）油彩画グループ「月曜会」第11回作品展 油彩画 油彩画グループ月曜会

☎72-4687

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

３（木・祝） 10：00 第71回西宮市民文化祭 山口公民館文化祭 無料 山口公民館
☎078-904-0287

10（木） 10：30 西宮警察による交通安全・防犯講習及び音楽隊演奏会 無料 山口ホール
☎078-904-2760

27（日） 10：00 兵庫小さな子どもの歌声倶楽部 無料 わくわく音楽会実行委員会
☎080-3102-6246



※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指定文化財公開「西宮神社表大門・大練塀─令和の修理とその記録─」
②特集展示「資料でみる西宮神社の建物」
③常設展示「西宮の歴史と文化」

①11/１〜13　②11/15〜12/18　
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

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

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 10/17〜12/17　無料

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

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

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

11/１〜11/６ 10：30〜17：00
（〜15：00）アトリエビンカ作品展 ボタニカルアート・トールペイ

ント・水彩画・水彩色鉛筆画
一宮 かずみ
☎090-9628-3234

11/１〜11/６ 10：30〜18：00
（〜17：00）清水惠美子 展 パステル・水彩・油彩 清水 惠美子

☎090-8214-2012

11/８〜11/13 10：00〜17：00
（〜16：00）

カメラーデン段上・フォトグループ夙寿会
合同写真展 写真 小森 保

☎090-5051-5946

11/８〜11/13 10：00〜17：00
（〜16：00）第10回「圓の会」木版画作品展 木版画・額装品・扇子 柴田 陽三

☎32-6402

11/８〜11/13 10：00〜17：00
（〜16：00）花いちりん描く会展 草花絵画額装 今田 惠子

☎090-7099-4279

11/15〜11/20 10：00〜18：00
（〜17：00）白光写友クラブ 第71回白光展 写真 木股 滋樹

☎66-1116

11/15〜11/20 10：00〜17：00
（〜16：00）グループ・くう写真展 第８回 写真 深江 学

☎70-3405

11/15〜11/20 10：00〜17：00
（〜16：00）第２回宮水写真クラブ展 写真 田中 富士夫

☎090-2288-4682

11/22〜11/27 10：00〜17：00
（〜16：30）画楽彩水彩画展 水彩画 杉本 富雄

☎090-5090-0221 

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銅版画とコラージュ 三人展「霜月ワルツ」
②務川めぐみ 作品展
③アトリエあい展覧会〜あい展〜part２

①11/３〜８　②11/17〜22　③11/24〜29
いずれも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前田廣子 日本画展　命をみつめて
②尾本守 日本画展〜2022想像からの創造〜
③和田明美 日本画展 楽々─la la─

①10/28〜11/２　10：00〜17：00（最終日16：00）
②11/４〜９　10：00〜18：00（初日13：00〜　最終日17：00）
③11/18〜23　10：30〜17：30（初日13：00〜　最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573 Atelier ZuZu Fantastic art collection 11/４〜９　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

① 「西宮北口の画家たち展 vol.２」日本画/遠藤
隆稔 前田廣子 桑田敬子 三宅由紀 諏訪温子

②中山カホリ個展「季節 色いろ」
①11/８〜13　②11/23〜27
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

中国の画家 楼国明 作品展 11/２〜６　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約


