
4 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

８（土） 14：00 次郎丸智希 作曲作品集〜女性と文学〜 2,000円
どんぐりコールミュージカルスクール
☎090-2061-1294（有馬）

22（土）
①10：30
②13：30
③16：10

フレンテ映画サロン
『男はつらいよ50 お帰り 寅さん』

800円
西宮都市管理（株）
☎32-8686

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（土） 18：00
31thウェルネスダンシング発表会
キッズダンスフリースタイル

無料　指定席
新谷
☎080-1465-8587

９（日） 13：30

12（水） 13：30 音楽をあなたに無料コンサート（木山裕策 他） 先着予約制
NPO法人CONOMI
☎078-223-5590

29（土・祝） 14：00 ウィンドオーケストラ今津 第24回定期演奏会 無料
ウィンドオーケストラ今津
☎090-8982-1874

30（日） 13：30 兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部 第33回定期演奏会 200円
兵庫県立西宮高等学校吹奏楽部
☎52-0185

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（土） 14：00 西宮少年合唱団 卒団式 関係者のみ
（公財）西宮市文化振興財団
☎33-3146

23（日） 12：30 第２回みやっこ Swing Day 要事前申込
上田
☎090-3727-5711

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（火） 19：30 イエスの死を思い起こす集まり 無料  uegahara.ministry@gmail.com

８（土） 14：00 みんなのコンサート 第24回 無料
みんなのコンサート
☎52-3404（内野）

16（日） 17：00 安永早絵子 YoRoShiKuコンサート vol.６ 3,000円
オフィススイッチ

 yasunaga.mariperc@gmail.com

28（金） 14：00
クラブファンタジーコーラス
40周年記念コンサート

無料（要整理券）
クラブファンタジーコーラス

 40.anniversary.f.c@gmail.com

29（土・祝） 14：00
第205回赤とんぼコンサート
みどりのそよ風 昭和の日によせて

1,500円
演奏グループ赤とんぼ事務局

 akatombo1983@yahoo.co.jp



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（土） 13：50 音楽教室「枝 eda」発表会 無料
音楽教室「枝 eda.」

 pianopianopiano38@gmail.com

９（日） 14：00 尼崎弦楽アンサンブル 第11回プチコンサート 無料
尼崎弦楽アンサンブル

 amagen2020@gmail.com

22（土） 13：00 第14回 尺八・筝・三絃による 西宮さくら邦楽コンサート 要整理券
吉村 蒿盟（西宮三曲協会）
☎090-1899-3665（SMS）

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

４/５〜４/９
10：00〜17：00

（〜16：00）
第24回心光会書作展 書

書道研究心光会
☎090-2013-7512

４/18〜４/23
10：00〜17：00

（〜16：00）
第21回エル・ポルト洋画展 洋画

エル・ポルト
☎36-9606

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

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

４/４〜４/９
10：00〜17：00

（〜16：00）
フォトサロンふれんど 写真展 写真

志摩 光士郎
☎090-8792-6076

４/４〜４/９
10：00〜17：00

（〜16：00）
織りと日本画出会ったら─二人展 日本画・織り物

藤井 喜子
☎73-3071

４/11〜４/16
10：00〜17：00

（〜16：00）
第11回 写らっく 写真展 写真

室田 宰
☎73-7544 

４/18〜４/23
10：00〜17：00

（〜16：00）
第26回アジャンスケッチ旅行会作品展

スケッチ作品・写真
ロット・エ・ガロンヌ県の紹介

森田 正樹
☎22-6496

４/25〜４/30
10：00〜17：00

（〜16：00）
第９回 日本画ひろの会展 現代日本画・絵画作品

稲田 峻
☎54-2045

４/25〜４/30
10：30〜17：00

（〜15：00）
Group葦展

油彩・アクリル・水彩
パステルなど

磯辺 明子
☎40-4032

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

１（土） 15：00 山口ホール上映会 映画『にしきたショパン』 無料
西宮市山口ホール
☎078-904-2760

４（火） 10：15 桜咲く、スプリングコンサート 無料
春風・緑ヶ丘アンダンテコーラス
☎090-6064-9344

７（金）
①15：00
②18：00

龍笛奏者 芳村直也 ゆるっとリサイタル
「龍笛でポップス Vol.1」

無料
㈱和風空間

 info@wafukukan.com

30（日） 11：00 愉しむ時間 教養シリーズ〜第１回〜 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。

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４月号 ミニチュア遺物展１「注口付小型壺」
②常設展示「西宮の歴史と文化」

①４/11〜５/７　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

生誕100年 秦森康屯展
館蔵品の作家とともに巡るその時代

４/１〜５/21　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
４/23〜５/14休

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

黒川古文化研究所名品展
４/15〜５/28　
500円、高校生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「目と心にやさしい絵」 ３月上旬（予定）〜５/22　400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）（最終日16：30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

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─」

３/18〜５/28
500円 記念館・酒蔵館共通券
４/24記念館休館

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
４/１〜７/29　900円
案内時間①10：30②13：00③15：00

市内ギャラリー
施　設　名 展　覧　会　名 期間・休館日等

ア ト リ エ 西 宮
馬場町1−22� ☎22−0322

春季小品展 ４/18〜23　12：00〜18：00（最終日17：00）
会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ア ラ イ
甲子園六番町14−20�☎42−2263

G.araiのさくらまつり「花咲く頃」 ３/30〜４/４　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アンクル・Ｚ 七宝教室展 ＆ 土田善太郎作品展
②第８回 一期一絵展

①４/７〜12　②４/21〜26
いずれも10：00〜18：00（最終日16：00）
初日①12：00〜　②13：00〜

ギ ャ ラ リ ー こ も れ び
中島町3-26� ☎77-4888

「さくら色の散歩展」
春をイメージした作品の展示 ３/29〜４/３　11：00〜18：00（最終日16：00）

ギ ャ ラ リ ー 小 さ い 芽
千歳町6−20� ☎23−8573

①Little EDEN アンティークドールとブロカント展
②天野ミサ シルバーアクセサリー展

①４/１〜４　12：00〜17：00
②４/15〜23　11：00〜17：00（最終日16：00）
いずれも会期中無休

ギ ャ ラ リ ー ね う ね う
高木西町15−11� ☎65−3790

工芸展「花ござ展」〜い草とアートの出会い〜 ３/21〜４/２　11：00〜18：00（最終日16：00）
月休・３/27休

ギ ャ ラ リ ー わ び す け
甲子園口1−4−3� ☎63−6646

春のうららの墨あそび
ART・わらふで 作品展 ４/１〜４　11：00〜17：00（最終日16：00）

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

日中藝苑張白波藝術展 ４/５〜９　13：30〜16：00（入館15：30まで）
会期中無休　要電話予約


