
12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

４（日） 14：00 室内合唱団アンサンブル・ヘーメルス
アドヴェント コンサート 無料 アンサンブル・ヘーメルス

☎072-721-3718（梅沢）

18（日）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン『大河への道』 800円 西宮都市管理（株）
☎32-8686

25（日） ①11：00
②14：30

田中由也門下会 Presents !
①ファミリーコンサート／②オペラクラシックコンサート

①1,000円
②2,500円

田中由也門下会
 wan189paku@gmail.com

26（月） 18：30 神戸ピアノ三重奏団 2,500円 西宮市フレンテホール
☎32-8660

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

12/２〜12/４ 11：00〜17：00
（〜16：00）手作り作品展示販売

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

12/16〜12/18
（初日12：00〜）

11：00〜18：00
（〜17：00）

Leaf展 vol.７ 絵画の展示等 松山
☎48-2790

年末年始の休館日　12/29〜１/３

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（金） 18：30 阪神クリスマスフェスティバル 無料 阪神クリスマスフェスティバル実行委員会
☎0797-73-6076

３（土） ①12：00
②16：00 よしもとお笑いライブ in 西宮 4,800円 チケットよしもと

☎0570-550-100

５（月） 12：20 アミティ ランチタイムコンサート 500円 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

７（水） 18：00 にしのみやオペラ プレイベントコンサート
木下牧子氏と巡る名曲集 3,000円 にしのみやオペラ実行委員会

☎050-3150-9260

15（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

18（日） 14：00 2022さよならコンサート 無料 要入場整理券（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

23（金）
①11：45
②14：15
③16：45

しまじろう英語コンサート 2022冬公演
WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE 3,580円 お問合せフォーム

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

年末年始の休館日　12/29〜１/３

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

10（土） 16：00 MYザクラ＆サクラんボ with フルートアンサンブル
SAKURAジェンヌ クリスマスコンサート 2,000円 西宮市甲東ホール

☎51-5144

18（日） 14：00 Aka Duo Recital vol.3 3,000円  music@serenomusic.net（静間）

25（日） 13：30 ピアノ発表会 無料 ミュージック ドルチェ
☎090-8659-5109

年末年始の休館日　12/29〜１/３



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（木） 14：30 楽器のひみつ 〜トリオコンサート〜 1,000円 アリア
https://aria-24.jimdosite.com

２（金） 18：30 あけぼの会 邦楽と日本舞踊と落語の世界 6,000円 神戸国際ステージサービス（株）内あけぼの会事務局
☎078-230-3310

３（土） 13：30 令和４年にしのみや人権フォーラム 車椅子からの出発
〜ファッションモデルより車いすの今を幸せに思う理由〜 無料　要事前申込 西宮市人権教育推進課

☎67-0075

11（日） 17：30 ゴスペル１dayワークショップ 参加費　2,500円 西宮市プレラホール
☎64-9485

17（土） ①11：00
②15：00 親子のためのクリスマスコンサート2022 3,000円 ジーエムアートグレイス

☎080-4248-5515

22（木） 19：00 大島莉紗 藤本紀子 デュオリサイタル 3,000円 アミカ芦屋ピアノ教室（藤本）
 amicaashiya@yahoo.co.jp

23（金） 18：30 あけぼの会 それぞれから見る廓の世界 6,000円 神戸国際ステージサービス（株）内あけぼの会事務局
☎078-230-3310

25（日） 10：30 ブルグミュラーコンクール 無料 井上 登与美
☎080-2484-2924

年末年始の休館日　12/29〜１/３

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

12/２〜12/４ 10：00〜17：00
（〜15：00）武庫川女子大学書道部「桜花書展」 書道 武庫川女子大学書道部

☎47-1212

12/13〜12/18 10：00〜17：00
（〜12：45）第68回 西宮市造形展 絵画等の平面作品 焼物等

の立体作品・共同作品
西宮市学校教育課
☎35-3879

年末年始の休館日　12/28〜１/４

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（日） 10：00 全天候型フリーマーケットひろば2022冬 無料 北六甲台エココミュニティ会議
☎078-903-2247

10（土） 14：00 陸上自衛隊第３音楽隊 室内楽演奏会 無料　要事前申込 西宮市山口ホール
☎078-904-2760

17（土） 15：00 クリスマス会＆ビンゴ大会 無料　要事前申込 山口児童センター
☎078-904-2055

18（日） 13：30 2022年クリスマスコンサート 無料　要事前申込 山口公民館地域学習推進員会
☎078-904-0287

年末年始の休館日　12/29〜１/３



※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特集展示「資料でみる西宮神社の建物」
②常設展示「西宮の歴史と文化」

①11/15〜12/18　②通年　
いずれも無料
年末年始休館12/29〜１/４

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
12/18〜２/19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

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堀内ゑびすコレクション展「めでたい浮世絵」
②酒資料室「変化する酒蔵建築」
③笹部さくら資料室「桜男・笹部新太郎を育てた文化」

①12/７〜１/15
②③１/28〜３/５
※記念館・酒造館共通券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

12/２〜12/４ 10：00〜17：00
（〜16：00）青涛展 書道 池永 碧涛

☎090-3274-0606

12/６〜12/11 10：00〜18：00
（〜16：00）第12回オール関西学院写真部展 写真 八尾 弘一

☎73-4467

12/６〜12/11 10：00〜17：00
（〜16：00）第20回遊彩会水彩画展 水彩画 長尾 充哲

☎72-9828

12/13〜12/18 10：00〜18：00
（〜17：00）第15回「西宮のかたち」展 陶芸・染織・金属・ガラス・

石等の工芸作品
山本 佳子
☎70-1223

12/13〜12/18
（初日13：00〜）

10：00〜17：00
（〜16：00）

有閑人展 陶芸 大森 清司
☎32-7005

年末年始の休館日　12/28〜１/４

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

お正月飾り展
アーティフィシャルフラワー forte（フォルテ）

12/１〜12/６　11：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

①「一歩」はる香 美文字 書道教室作品展
②光あつめ５人展（蒼井あい・うぐさみさき・とりでのジョー・三明・ワタリマコト）
③年末年始アートセレクション展

①12/３〜７　10：00〜18：00（最終日16：00）
②12/９〜14　10：00〜18：00（初日13：00〜　最終日16：00）
③12/26〜１/18　10：00〜17：00木休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

① 「NEKOTENⅡ」〜猫愛あふれる作家たちの
アートの集い

②小嶋碧 第12回個展「にじんだ油彩」

①12/６〜11　②12/18〜20
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 銭建忠 作品展 12/７〜11　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約


