
2 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（土） 10：00 第27回 西宮国際交流デー 無料 （公財）西宮市国際交流協会
☎32-8680

５（日）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン『ツユクサ』 800円 西宮都市管理（株）
☎32-8686

11（土・祝） 15：00 クラシック音楽謎解きミステリー
音楽探偵バッハの事件録 file５

「呪われた音楽堂の秘密」
1,800円 西宮市フレンテホール

☎32-8660
12（日） 14：00

2023（令和５）年２月15日〜27日の間
客席ロールバックチェア設備改修工事／舞台照明設備改修工事の為ホールは使用できません。

なおこの間も練習室は通常通りご利用いただけます。

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

４（土） 10：00 第27回 西宮国際交流デー （公財）西宮市国際交流協会
☎32-8680

８（水）〜10（金）
13（月）

※土・日は開催なし
〈初日11：00〜〉
10：00〜16：30 年賀状展 宮水学園の受講生の展覧会 西宮市地域学習推進課

☎35-5165

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

11（土・祝）
①12：30
②14：45
③17：00

しまじろうとガオガオさんのサイエンスショー 3,980円　全席指定 チケットぴあサポートセンター
☎017-718-3572

17（金） 12：00 令和４年度 西宮市生涯学習大学「宮水学園」学園祭 関係者 西宮市地域学習推進課
☎35-5165

19（日） 12：00 第11回にしのみや なないろの音楽だより〜 吹奏楽 無料 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3113

23（木・祝） 15：00 にしのみやオペラ第二回公演 不思議の国のアリス Ｓ席　5,500円
Ａ席　4,500円

にしのみやオペラoffice
☎050-3150-9260

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

19（日） 11：00 オプス音楽教室発表会 無料 オプス音楽教室（野田）
☎41-4333

25（土） 14：00 宮っ子おやこコンサート 要事前申込 （公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146



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

５（日） 14：00 音楽朗読劇「スーホの白い馬」 2,500円 西宮市プレラホール
☎64-9485

11（土・祝） 17：30 colours musical studio 第１回発表会 無料 colours musical studio
 info.kcolours@gmail.com

12（日） 14：00 第15回LALALAにしきたミュージシャンコンテスト2022
DRASTIC BREED グランプリプレミアムコンサート 要整理券 西宮市プレラホール

☎64-9485

25（土） 10：30 第３回Yuinaピアノ教室発表会 無料 Yuinaピアノ教室
 muveszene@gmail.com

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）

2023（令和５）年１月16日〜２月15日の間、舞台・照明機器入替工事の為ホールを休館いたします。
なおこの間も事務室は業務を行い、展示室・会議室・調理室は通常通りご利用いただけます。

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

１/31〜２/５ 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

２/７〜２/12 10：00〜18：00
（〜17：00）第20回 西宮美術協会クロスロード展 油彩・アクリル・水彩

版画・インスタレーション
上嶋 恵津子
☎090-3485-0308

２/18〜２/19 10：30〜17：00
（〜16：00）西宮市いけばな展 いけばな 岸上 朝明

☎67-1366

２/21〜２/26 10：00〜17：00
（〜15：00）第15回 西宮市友会「趣味の作品展」 書・絵画・写真

手工芸品等
米田 美恵子
☎35-4373

２/21〜２/26 10：00〜17：00
（〜16：00）第２回 甲陽園えふでサークル作品展 油彩・水彩・パステル等 木林 美紀代

☎72-3639

２/28〜３/５ 10：00〜17：00
（〜16：00）第49回 西宮日本画協会展 現代日本画・水墨画 遠藤 隆稔

☎63-7028

北口ギャラリー使用申込みの受付
令和５年度下半期分（令和５年10月〜令和６年３月）の使用申込みを以下の通り受付けます。
受付日時:令和５年３月１日（水）

展示室…午前10時〜午前10時30分受付、抽選により利用者を決定します。
創作室…空き区分のみ新規受付を行います。

受付場所:西宮市大学交流センター大講義室（北口町１番２号 アクタ西宮東館6階）
使用期間:令和５年10月３日（火）〜令和６年３月31日（日）
問合せ先:北口ギャラリー事務室（アクタ西宮東館６階）☎0798−69−3160

※筆記用具をご持参ください。
その他: ①市外居住者が使用される場合は使用料金が５割増となります。 

②物品の販売または、入場料・受講料などの徴収を行う場合は10割増（①の場合は加算後）となります。

（単位:円）

区　　分 使用料金
第１展示室

１単位
（6日間）

129,600
第２展示室  87,600
第３展示室  68,400
第１創作室

１区分
  2,800

第２創作室   2,000
（R.2.10.6施行）

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

15（水）〜
19（日） ９：00 西宮山口フォトコンテスト作品展 無料 西宮市山口ホール

☎078-904-2760

26（日） 13：00 ちょっとティータイムライブ４ 無料 県民交流広場・北六甲台校区協議会
☎078-903-2247



※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。

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

２/22〜２/26
10：00〜17：00

（〜16：00）
EWC環境パネル展

壁新聞・絵画・ポスター・
工作・作文

EWC事業担当
☎67-4520

２/28〜３/５
10：00〜18：00

（〜13：00）
武庫川女子大学建築学部
作品展・卒業設計展

設計図・建築模型・プロ
ジェクタ撮影など

武庫川女子大学建築学部
☎67-4501

市民ギャラリー使用申込みの受付　令和５年度下半期（令和５年10月〜令和６年３月）の使用申込みを
以下の通り受付けます。

受付日時:令和５年３月１日（水）午前10時より受付、午前10時30分より抽選。（抽選後の空き区分については、随時受付けます。）
受付場所:西宮市教育文化センター内、西宮市立市民ギャラリー２階　講座室
使用期間:令和５年10月３日（火）〜令和６年３月31日（日）
問合せ先:西宮市立市民ギャラリー事務室　☎:0798−33−1666

※筆記用具をご持参ください。
所在地:西宮市川添町15−26　西宮市教育文化センター内

（中央図書館と併設）☎:0798−33−1666
休館日:毎週月曜日　年末・年始
利用の単位:１週間（火曜日〜日曜日の６日間）

　　＊搬入は、月曜日（午前10時〜午後５時まで）
　　＊搬出・片付けは、日曜日（〜午後６時まで）
　　＊利用時間を超過して使用される場合は、超過使用料をいただきます。

利用時間:午前10時〜午後６時
その他: ①市外居住者が使用される場合は使用料金が５割増となります。　 

②物品の販売または、入場料・受講料などの徴収を行う場合は10割増（①の場合は加算後）となります。

（単位:円）

区　　分 使用料金

第１展示室

１単位
（6日間）

85,800

第２展示室 75,600

第３展示室 52,800

第４展示室 52,800
（R.2.10.6施行）

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「津門大塚町遺跡発掘調査速報展」
②今月のアラカルト展示２月号 絵葉書「夙川公園竣工記念」
③常設展示「西宮の歴史と文化」

①１/31〜３/５　②２/７〜３/５
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（入館は16:30まで）水休

新収蔵品展 ２/18〜３/19　1,000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 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

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

平常展
関西学院と原田の森─学院の誕生と発展：1889-1929─

２/20〜４/22　無料
12/18〜２/19休館

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節句の人形 丸平文庫特別展示：京（みやこ）の五節句
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」

いずれも１/28〜３/５
記念館・酒蔵館共通券　500円

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

吉田欣治「あかり展」 ２/４〜９　11：00〜18：00（最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1−7−8� ☎67−9174

第13回 絵画を出品して好きな絵を選ぼうコン
テスト

２/10〜15　木休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

ギャラリーねうねう「日本画展」
稲田峻 恵荘毬 小田賢 黒住拓 諏訪温子

２/28〜３/５　11：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

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

日中藝苑早春展
２/１〜５　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約


