
3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

２（木）
①10：30
②14：00

紹興ウィーク中国映画会「こんにちは、私のお母さん」600円
西宮・紹興友好交流協会
☎32-8672

18（土）
①10：30
②13：30
③16：00

フレンテ映画サロン「ヒキタさん！ご懐妊ですよ」 800円
西宮都市管理（株）
☎32-8686

19（日） 13：30 第１回 順心之会箏曲地歌演奏会 無料
竹山 順子
☎090-7485-0868

21（火・祝） 13：00 スプリングダンスパーティ 3,000円
サークルテディ
☎090-8200-5023（山下）

24（金） 13：00 生活発表会および卒園式 無料
ブルードルフィンズ香櫨園
☎37-0702

26（日） ９：30 第17回 子どもの発表会 ぽえむコンサート 無料
Musicぽえむ音楽教室
☎66-7440

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

３/９～３/13
10：00～17：00

（～16：00）
第23回 フォト・キンロー写真展 写真

フォト・キンロー
☎73-3054

３/24～３/26 10：00～17：00 田中和人 作陶展 陶芸
田中
☎079-569-1225

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

12（日） 14：00 西宮市吹奏楽団 第58回定期演奏会 700円
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

15（水） ①10：30
②13：30

西宮市生涯学習大学「宮水学園」修了式 関係者
西宮市地域学習推進課
☎35-516516（木）

19（日） 14：00 西宮市吹奏学会 おいぼれバンド 第２回不定期演奏会 要整理券 ☎090-8537-2823（酒井）

25（土） 14：00 西宮少年合唱団 第61回定期演奏会 無料
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

29（水） 18：00 関学 春のコンサート2023
1,500円ほか
未就学児無料

関西学院大学応援団総部吹奏楽部
☎070-1803-8285

31（金） 18：00 西宮市立西宮高等学校吹奏楽部 第48回定期演奏会 無料
西宮市立西宮高等学校
☎74-6711

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

４（土） 14：00 第32回なるお寄席 ざこば・南光・米團治 三人会
完売
※当日券ナシ

（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3111

19（日） 13：00 ピアノ発表会 無料 ☎46-3083（絹田）



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） 13：30 宮水ジュニアまつり 無料
西宮市地域学習推進課
☎67-1567

15（水） 14：30
県立西宮高等学校音楽科現役生による
ティーンズ・スプリング・コンサート

要事前申込
西宮市文化振興課
☎35-3425

20（月） 19：00 ２台ピアノコンサート 春宵-shunsho- 1,000円
春宵実行委員会
 shunsho.contact@gmail.com

23（木） 18：15 ワンコインコンサート　オペラの世界から～名曲集Ⅱ 500円
コレギウム・ラモー神戸
☎20-3406

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

８（水） 19：00
～チャリティープロジェクト 名曲コンサート～
林瑛華ピアノリサイタル

無料　要事前予約
演奏会デザインカンタービレ
☎080-5718-9867

10（金） 18：30
宝塚ヒルズ室内オーケストラ 第１回ストレッチコン
サート

無料
平山 桃子
 pulpfiction@i.softbank.jp

12（日） 10：15 わんぱくポケット合同発表会 関係者のみ
わんぱくポケット保育園
☎090-8141-0293（川谷）

23（木） 14：00 銀の風チェロアンサンブル ファーストコンサート 無料
銀の風チェロアンサンブル
☎73-5521（水谷）

26（日） 14：00 西宮ジュニアオーケストラ 第44回定期演奏会 無料
西宮ジュニアオーケストラ
 mkasa1234@yahoo.co.jp（笠原）

28（火） 17：30 第９回 Spring Concert 無料
兵庫県立芦屋国際中等教育学校
☎0797-38-2293（コーラス部　新海）

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

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

３/７～３/12
10：00～18：00

（～17：00）
日本風景写真協会 兵庫第二支部 
第21回作品展

写真
吉富 正夫
☎67-7784

３/７～３/12 10：00～17：00 2023 西美アカデミー展 洋画・デッサン・水彩
大西 弘幸
☎090-1024-5107

３/18～３/26
＊３/20（月）開催します

10：00～18：00
（～17：00）

第17回大人の塗り絵コンテスト展覧会
（関西展）

大人の塗り絵
北口ギャラリー
☎69-3160

３/28～４/２
11：00～18：00

（～16：00）
睦美展

油彩・水彩・アクリル・パ
ステル・鉛筆画・デッサン

根垣 睦子
☎090-9052-8476

３/28～４/２
10：00～17：00

（～15：00）
よもぎ・阪神フォトグループ合同写真展 写真

満武 弘子
☎73-5081

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（土） 15：00 スプリングコンサート＆ビンゴ大会 無料　要事前申込
山口児童センター
☎078-904-2055

18（土） 11：30
Lunch Time Concert Vo.６
分かりやすい解説付きシリーズ

1,000円ほか
西宮市山口ホール
☎078-904-2760



※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

２/28～３/５
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・建築模型など
武庫川女子大学建築学部
☎67-4501

３/７～３/12
10：00～18：00

（～15：00）
第32回 全国アートサロン絵画大賞展
《関西展》

絵画
（株）双葉化学商会
☎23-7730

３/14～３/19
10：00～17：00

（～16：00）
第45回 國際書画　関西展 書・小墨画

國際書画連盟
☎03-3837-4445

３/14～３/19
10：00～17：00

（～15：00）
趣味の作品展 絵画・写真・手工芸品・他

浜脇・香櫨園交流ひろばの会
☎26-3965

３/21～３/23
10：00～17：00

（～16：00）
武庫女書展 書

武庫川女子大学
☎45-9702

３/21～３/26
10：00～17：00

（～15：00）
ユネスコ世界児童画展 児童画

西宮ユネスコ協会
☎35-3868

３/29～４/２
10：00～17：00

（～15：00）
第60回 関西独立展 絵画

関西独立展事務所
☎090-5095-6104

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３月号 絵葉書「夙川遊歩道」
②常設展示「西宮の歴史と文化」

①３/７～26
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

新たな作品とともに 新収蔵品展
同時開催 大谷竹次郎とコレクション２

２/18～３/19　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

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

春季展「富岡鉄斎展」 ３/25～５/７　200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「変化する酒造建築」
③笹部さくら資料室「桜男・笹部新太郎を育てた文化」
④令和５年春季展 笹部さくらコレクション「桜を描く─三熊派の流儀─」

①②③１/28～３/５
④３/18～５/28
いずれも500円 ※記念館・酒蔵館共通券
３/21臨時開館　３/22休館

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イランの羊毛 手織絨毯 ギャッベ展
②陶・ウェットフェルト４人展「自由時間」
③G.araiのさくらまつり「花咲く頃」

①３/16～19　②３/23～28　③３/30～４/４
いずれも11：00～18：00
（最終日①③17：00　②16：00）会期中無休

ギ ャ ラ リ ー 甲 風 画 苑
甲風園1‒7‒8 ☎67‒9174

栗本賀世 作品展 Flower kaleidoscope─万華鏡花─
同時開催 小堀孝～切り絵の世界～

３/17～22　10：00～18：00
（最終日17：00）（初日12：00～）木休

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6‒20 ☎23‒8573

①パーチメントクラフト展
②山橋大二郎 個展「きらわれもの」+「WONDER MERRY GOLAND2023」
③アートとメイソウ展

①３/９～12　②３/18（10：00～17：00） 19（10：00～16：00）　③３/21～
①③11：00～18：00（①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 「日本画展」稲田峻、恵荘毬、小田賢、黒住拓、
諏訪温子

②工芸展「花ござ展」～い草とアートの出会い

①２/28～３/５　②３/21～４/２
いずれも11：00～18：00（最終日①17：00②16：00）
①会期中無休　②月休　３/27休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1－4－3 ☎63‒6646

才村昌子 銅版画展 ３/18～25　12：00～19：00

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

日中藝苑山水画展
３/１～５　13：30～16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約


