
1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

14（土）
①10：30
②13：30
③16：30

フレンテ映画サロン『大コメ騒動』 800円
西宮都市管理（株）
☎32-8686

15（日） 18：00 バレエ小発表会 無料
惠谷バレエスタジオ
☎090-2682-4110

21（土） 13：30 能「西宮」を聴こう！〜阪神間ゆかりの能の曲（音楽会） 2,000円
能「西宮」を謡おう！実行委員会
☎090-8235-4876

29（日） 13：00 ニューイヤーダンスパーティー 3,000円
サークルテディ
☎090-8200-5023

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

８（日） 16：30 Sur la Pointe Ballet 第８回 発表会 無料　要整理券
Sur la Pointe Ballet
☎090-6903-4200

18（水）
①10：30
②14：00

名画鑑賞会①『カサブランカ』②『旅愁』 １作品　1,000円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

20（金） 17：30 教育講演会 無料
西宮市教職員組合
☎66-5588

21（土） 10：30
西宮歌謡会歌謡フェスティバル
新春チャリティーカラオケ大会

無料 ☎080-3800-0615（平山）

25（水） 13：00 橋幸夫コンサート
プレミアムチケット 8,000円
SS席 6,800円

夢グループ
☎0570-666-443

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

15（日） 13：00 第13回グーターコンパス音楽発表会 無料
グーターコンパス
☎37-6137

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

４（水） 15：00 マリンバ・パーカッション大会 vol.23 無料
オフィス スイッチ（安永）

 yasunaga.mariperc@gmail.com

14（土） 11：00〜
　16：30

神戸女学院大学アートマネジメント・コース 
冬のトキメキキッズフェス〜みんなで楽しまない貝？

無料 西宮市甲東ホール
☎51-5144

15（日） 13：00
芦屋音楽教室Klavier ピアノ発表会
〜田中一花主宰ピアノスクール〜

無料
芦屋音楽教室Klavier クラビア

 info@klavier-ashiya.com

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 入場料金等 お問合せ先

１/17〜１/22
10：00〜19：00

（〜16：00）
20・21日は20：00迄

被災地をつなぐさをり織りin甲東園
4000人がかかわって作った約500メートルの布の展示

無料
東山
☎090-3161-7868



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

７（土） 15：15 FBI ふみこばれえあいらんど冬期講習会 無料
FBI ふみこばれえあいらんど
☎090-6982-4572

９（月・祝） 14：00 アンサンブル・ピリカ 20周年記念コンサート 2,000円
小浜田
☎74-4286

15（日） 13：30
カント ディ ポポロン

「11人の女ごころ」〜日本語に心を乗せて〜
無料 Musica Insieme

21（土） 15：00
20歳のアーティスト2023
みやっこ成人コンサート Vol.3

500円
西宮市プレラホール
☎64-9485

28（土） 15：00
20歳のアーティスト2023
みやっこ成人コンサート Vol.4

500円

25（水） 14：30 落語で楽しく消費者トラブル防止講座 無料
生活協同組合コープこうべ第２地区本部
☎67-8927

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

１/10〜１/15
10：00〜17：00

（〜16：00）
第39回西宮書道協会展 書道作品

西宮書道協会
☎078-856-3365

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

１/12〜１/15
10：00〜18：00

（〜17：00）
第28回 書・伯亭会展 書道

重村 康代
☎70-1281

１/17〜１/22
10：00〜18：00

（〜17：00）
第11回 桑絲会展 書作品

井下 石泉
☎52-0014

１/24〜１/29
10：00〜17：00

（〜16：00）
HARK31 国画会阪神地区作家展 洋画・版画

吉岡 慶子
☎23-7773

１/31〜２/５
10：00〜18：00

（〜16：00）
第二回 神戸大学凌影会写真展 写真

村田 正隆
☎090-8527-8663

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

11（水） 14：00 山口寄席 新春の集い 無料　要事前申込
山口公民館地域学習推進委員会
☎078-904-0287

29（日） 13：00 ウインターコンサート 関係者のみ
平瀬楽器
☎079-564-2052

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

１/21 10：00〜16：00 Flower wink＊ フラワーアレンジメント ☎090-8281-5470



※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今月のアラカルト展示１月号 パンフレット「香櫨園案内」
②常設展示「西宮の歴史と文化」

①１/５〜２/５　
②通年　無料
年末年始休館12/29〜１/４

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 北斎、歌麿、写楽、広重」
これまで開催した、江戸の絵師４人の代表作品を一堂に展示。
現代によみがえった江戸木版画の素晴らしさを実感してください。

１/11〜５/８　1,000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」
④節句の人形 丸平文庫特別展示：京（みやこ）の五節句

①②③ともに12/７〜１/15　500円
②③④１/28〜３/５　500円
年末年始休館12/30〜１/３
臨時休館1/10

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

年末年始アートセレクション展
（掛軸・洋画・版画など）

12/26〜１/18　10：00〜17：00　木休

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

銅版画工房アトリエ凹凸 初春展
1/15〜28　11：00〜18：00（最終日17：00）
1/19、26休館

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

１・17震災企画展 貴島裕「絵で伝える震災の記憶」１/12〜17　11：00〜17：00

日 中 藝 苑 ギ ャ ラ リ ー
名塩平成台40−7�☎090−4278−6687

日中藝苑名人展
１/11〜15　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約

単発受講可。但し、抽選の場合は連続受講希望の方を優先します。
定員：第１回 70名　第２回 200名　第３回 200名
受講料：各回￥500
お申込み：ハガキ、FAX、ホームページ受講申込フォームの何れか
　　　　  にて①受講希望日②郵便番号③住所④氏名⑤ふりがな
　　　　  ⑥年齢⑦電話番号を記入の上ご応募ください。　
締切：１月11日（水）必着
宛先：〒662-0918西宮市六湛寺町10-11
　　  (公財)西宮市文化振興財団「文学案内」係
　　  FAX.0798-33-3455
　　  ホームページ http: //www.nishi-bunka.or.jp/
  ※  複数名でのお申込み（３名まで可）は、全員について上記①～⑦を記
　入ください。申込フォームはお一人毎に入力ください。
  ※  定員を超えた場合は抽選。当落結果は１月中旬に郵送します。

古くから文学作品などに登場することの多かった西宮。
関わりある作家・作品や事象をとり上げ その魅力を探っていきます。

令和４年度

後期講座

第１回　小田実の思い出
　　　　 対談：山村雅治 （詩人･作家）　河内厚郎 （文化プロデューサー）
　　　　２／３(金)15:00　会場：西宮市大学交流センター  大講義室

第２回　鴨居羊子は終わらない
　　　　 講師：石野伸子 （ジャーナリスト）
　　　　３／３(金)15:00　会場：西宮市立勤労会館  ホール

第３回　山崎豊子の女～阪神間の物語について
　　　　 講師：堀江珠喜 （大阪府立大学名誉教授）
　　　　３／18(土)15:00　会場：西宮市立勤労会館  ホール


