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大社公民館（柳本町1－37  ☎0798・71・3649）
開催日時主催グループ名行事名称〔内容〕

10月16・17日
　　　　午前10時～午後4時

大社園芸同好会園芸作品展
大社押絵グループ押絵手作り作品展
翠陶会陶芸作品展
大社公民館活動推進員会講座風景写真展

10月17日 午前10時半～正午西宮スクェアダンスクラブスクェアダンスを踊ろう
10月17日 午後２時～３時半大社公民館活動推進員会ファミリーコンサート(ジャグバンド)
10月21日 午前10時～11時半健康体操友の会健康体操発表会
10月22日 午後1時半～４時詩吟みどり会詩吟の集い

10月23・24日
　　　　午前10時～午後4時

大社子ども造形サークル動物園と水族館〔子供の絵画・工作〕
毛筆・ペン習字グループ毛筆・ペン習字作品展
シャドーボックスファンタジー手芸手作り作品展(シャドーボックス)
Ｇ.ＨＩＭＡＷＡＲＩ新作絵画作品展〔洋画〕
チャームグループ手作り洋裁作品展
絵手紙グループ絵手紙作品展
大社生花グループ生花作品展

10月23日 午後1時～2時ピリカリーナオカリナコンサート
10月23日 午後2時半～4時半武術太極拳同好会、楽和、太極の会太極拳発表会
10月24日 午前10時～11時半ペパーミント、パリッシュ、ピュアネストリプルＰ ジャズダンス発表会

10月24日 午後1時～4時アペルダンスグループ、社交ダンスグ
ループ、大社社交ダンスサークル(協賛)社交ダンスのパーティ

夙川公民館（羽衣町1－39  ☎0798・33・1928）
開催日時主催グループ名行事名称〔内容〕

10月16日～26日 午前9時～午後4時夙川公民館活動推進員会公民館活動推進員会 活動報告展示

10月16・17日 午前10時～午後4時ウッドクラフト夙川木彫作品展
アジア水墨画同好会華の会水墨画作品展示

10月16日～21日 午前10時～午後4時菱の実句会俳句作品展(短冊による)
10月16日～26日 午前10時～午後4時Ｐ・Ｃ・Ｈ(フォトクリエート阪神)Ｐ・Ｃ・Ｈ写真展

10月16日 正午～午後4時
夙寿会カラオケクラブ

カラオケ発表会 夙川西市民館カラオケ同好会
夙川カラオケグループ

10月17日 午前10時～午後3時西宮茶華道協会秋の茶会〔抹茶〕
10月17日 午前10時～午後4時夙川太極拳同好会太極拳実演
10月17日 午後1時～午後４時夙寿会大正琴クラブ、香櫨園大正琴同好会大正琴演奏会

10月18・19日 午前10時～午後4時ＳＫクラブＳＫ洋画展〔油彩・水彩画〕
西宮友の会 夙川方面友の会の勉強のパネル展示

10月18日 午後1時半～4時半国道43号線道路裁判原告団、
調提団、支援の会

よんさん道路文化と歌唱の力
〔カラオケ〕

10月19日 午後2時～4時ＡＰＡ夙川ウィークデーストリングスＡＰＡ夙川ウィークデーストリングス
公開練習〔弦楽アンサンブル〕

10月20・21日 午前10時～午後4時夙川洋画グループ絵画作品展
10月20日 午後1時～3時夙川室内合奏団夙川室内合奏団演奏会〔弦楽合奏〕
10月21日 午前10時～11時ポテトチップス親子体操サークル発表会
10月21・22日 午前10時～午後4時白扇俳句俳画会俳句と俳画会
10月22日 午前10時～午後4時緑扇会謡曲発表会〔邦楽〕

10月23・24日 
　　　　　午前10時～午後4時

夙川編物手芸グループ編物・手芸 手作り作品展
夙書会書道展
光川会書道作品展示
青陶会手づくり陶芸品の作品展

10月23日～26日 午前10時～午後4時藍夙川句会俳句作品展

10月23日 午後1時～4時

夙寿会フォークダンスクラブリンクファイブの集い
楽しいフォークダンス

童謡てまり会リンクファイブの集い 
みんなで歌いましょう

夙寿会民踊クラブリンクファイブの集い 民踊
ハーモニカ倶楽部 かなりやリンクファイブの集い ハーモニカと一緒に
夙ポエクラブ、夙ポエグループリンクファイブの集いフラダンスの発表

10月24日 午後1時～4時西宮マジッククラブ、
甲子園マジックソサエティー奇術の祭典〔マジック〕

10月25日 午後2時～4時コレギウム夙川合奏団コレギウム夙川合奏団 定期演奏会
〔管弦楽〕

11月3日 午後1時半～2時半夙川エンジェルコール、夙川コー
ラス、コールまつほ

2010 秋色コンサートin夙川 
第1部〔ステージ発表〕

11月3日 午後2時半～3時半ハミングtu、舞を楽しむ会、太鼓
社中夙川太鼓

2010 秋色コンサートin夙川 
第2部〔ステージ発表〕

浜脇公民館（浜脇町5－14  ☎0798・26・0656）
開催日時主催グループ名行事名称〔内容〕

10月16・17日
　　　　　午前10時～午後4時

浜脇連合婦人会 華道部華道展示
浜脇連合婦人会 教養部活動報告と余技展
浜脇連合婦人会 生活環境部活動報告・パネル展示
浜脇連合婦人会 福祉部活動報告
西宮天狗クラブ魚拓展
面友会手作り作品展〔能面〕
みずくき会書道作品展
浜脇木彫の会木彫作品展
浜脇好陶グループ手作り陶芸作品展

10月16日～26日
　　　　　午前10時～午後4時

浜脇公民館活動推進員会写真展・工作品展(公民館講座)
人権学習自主グループ ひまわりの会人権学習についての活動報告内容展示

10月17日 午前10時～午後3時浜脇連合婦人会 茶道部お茶席
浜脇いずみ会生活習慣病予防展〔パネル展示・試食〕

10月18日 午前10時～11時半浜脇エアロクラブエアロビクス練習発表
10月18日 午後1時～4時たのしい中国語中国語の公開レッスン
10月18日 午後5時半～9時15分キッズグループジャズダンス公開レッスン
10月19日 午前10時半～11時半ひよこクラブミニ運動会(親子)
10月21日 午前10時～11時半新日本婦人の会西宮支部 えびす班親子リズム小組親子リズム体操見学会
10月21日 午後1時～4時浜脇碁友会囲碁対局(公開)
10月22日 午前10時～11時半浜脇健康美容体操グループ浜脇健康美容体操（公開練習）
10月22日 午後6時半～9時浜風社交ダンスグループ社交ダンスパーティー
10月23・24日
　　　　　午前10時～午後4時

浜脇・油絵の会油絵の会作品展
ししゅうグループ ひまわり手芸手作り作品展

10月23日 午後1時～3時浜脇民謡の会民謡発表会
10月24日 午後1時～4時香櫨園歩こう会歩き方教室(歩き方を学ぶ)
10月25日 午後1時～3時浜脇大正琴同好会大正琴発表会
10月26日 午前10時～午後3時新日本婦人の会西宮支部 えびす班絵手紙小組絵手紙体験会
10月26日 午後1時半～4時ダンスサークル あじさい社交ダンスパーティー

用海公民館（石在町10－21  ☎0798・26・0532）
開催日時主催グループ名行事名称〔内容〕

10月16日～26日
午前9時～午後5時（26日は3時）用海地区団体協議会各地域行事写真等展示

10月16日 午前10時～11時半用海ヨーガグループヨーガ発表会
10月16・17日 午前10時～午後3時三玄の会呈茶〔茶の湯茶箱点前〕
10月16・17日 午前10時～午後4時友愛グループ手作り作品展〔切り絵染〕
10月16日 午後1時～5時用海囲碁グループ公開親睦囲碁大会
10月17・18日 午前10時～午後4時明日葉グループ絵手紙の展示
10月17日 午後1時～3時シャル ウィ ダンスダンスパーティー〔社交ダンス〕
10月17日 午後3時～5時社交ダンス若葉社交ダンス

10月18日 午前10時～11時半

新日本婦人の会西宮支部 
用海班親子リズム小組親子リズム体操

新日本婦人の会西宮支部 
用海班赤ちゃんリズム小組赤ちゃんリズム体操

10月18・19日 午前10時～午後4時用海フラワーグループいけばな展
10月20日 午後１時～4時かよグループカラオケ発表会
10月21日 午前10時～11時半Ｙ・Ａ・Ｃ ソフトエアロソフトエアロ発表会 公開練習
10月21日 午後1時半～2時半「カラオケ」はまゆうカラオケはまゆう歌唱発表会
10月21日 午後2時半～4時粋の会粋の会発表会〔歌唱発表〕
10月22日 午前10時～11時ＹＯＧＡＩ太極拳＜ＨＡＮＡ＞太極拳発表会

10月23日 午前10時～午後4時新日本婦人の会西宮支部
用海班絵手紙小組絵手紙展

10月23・24日 午前10時～午後4時書道サークル まどか書道作品展
10月24・25日 午前10時～午後4時童画はりえグループ童画はりえ作品展〔和紙はりえ〕
10月24日 午後1時～4時レインボーズクラブカラオケ発表会
10月24日 午後1時～5時用海将棋会将棋大会

段上公民館（段上町2丁目10－3  ☎0798・53・0931）
開催日時主催グループ名行事名称〔内容〕

10月16・17日 午前10時～午後4時久寿玉折がみ作品展
10月16・17日 午前10時～午後4時半花好会四季の草花作品展〔 水彩画〕
10月16日～18日
午前10時～午後４時（18日は1時）アトリエ '93絵画展

10月16日～26日
　　　　　午前10時～午後4時段上公民館活動推進員会公民館活動報告 パネル展示

〔年間活動報告〕
10月16日 午後1時半～3時着物着付けグループ着物着付け
10月16日 午後1時半～4時カラオケ粋の会「輪」カラオケ発表会
10月17日 午後1時～4時アップダンス社交ダンス発表会
10月18日 午後1時～2時半健康体操健康体操発表会
10月18・19日
午後1時（19日は午前10時）～4時心ひらいて人権問題 パネル展示・ビデオ

10月19日 午前10時～11時半きらきら星 親子リズムＡ親子であそぼう〔親子リズム体操〕
10月20日 午前10時～11時半段上ヨガの会公開ヨガ

10月20日 午後1時～3時半西宮レディース
フォークダンスサークル皆んなで踊ろう フォークダンス

10月20日 午後1時～5時段上将棋友の会自由対局・指導対局
10月21日 午前10時～11時半ヨーガクラス ラムラムヨーガの公開レッスン
10月21日 午前10時半～11時半Ａｎｇｅｌ Ｙａｗｎハンドベル公開練習

10月21日 午後2時～3時半ふくろう、アバンタージュ杜子春とマンドリン演奏
〔朗読・寸劇・マンドリン〕

10月22日 午前10時～11時半きらきら星 親子リズムＢ親子であそぼう
きらきら星 赤ちゃんリズム親子であそぼう

10月22日 午前10時～午後3時
※体験会は1時～2時半

新日本婦人の会西宮支部 
きらきら班絵手紙展示・体験会

10月22日～24日
　　　　　午前10時～午後4時だんじょう友禅の会友禅染作品展

10月22日 午後1時～2時半三雅グループ、みやびグループ三味線を弾く会
10月22日 午後2時半～4時みやびグループ、三雅グループ三味線で唄う会〔民謡〕
10月23日 午前10時～11時半段上ストレッチストレッチ体操
10月23・24日
午前10時～午後4時（24日は3時半）段上生花グループ段上生花作品展

10月23・24日 午前10時～午後4時わかば書道会書道作品展
10月23日 午後1時～3時民謡わかば教室民謡教室成果発表
10月24日 午前10時～午後4時段上茶道グループお茶会
10月24日 午後1時半～3時段上マジック倶楽部マジックショー
10月25日 午前10時～午後4時公民館パソコンおたすけ隊パソコンおたすけ広場
10月25日 午前10時半～11時半ストレッチメイトストレッチメイト発表会〔健康体操〕
10月25日 午後1時～4時段上ひばり会みんなで一緒にうたいましょう
10月26日 午前9時～午後2時若竹グループふれあい昼食会
10月26日 午後1時～4時段上みんようグループ民謡発表会

越木岩公民館（樋之池町5－29  ☎0798・72・7521）
開催日時主催グループ名行事名称〔内容〕

10月17日 午後0時半～4時甲陽ダンスダンスパーティ〔社交ダンス〕
10月17日 午後6時～9時ダンスサークル フラミンゴダンスパーティ〔社交ダンス〕
10月20日 午前10時～11時半キッズステーションきらきら星親子であそぼう〔親子リズム体操〕
10月20日 午後6時半～9時越木岩社交ダンスの会ダンスパーティ

10月23・24日

　　　　午前10時～午後4時半

越木岩公民館活動推進員会推進員活動紹介展
〔写真・ポスター展示・喫茶コーナー〕

苦楽園能面研究会能面作品展
末広会かな書道作品展
布の花布の花・生花 作品展
香華会生け花作品展
モラの会手芸手作り作品展
越木岩南楽友会手作り小物展
東アジア文化交流の会子供の水墨画展
北夙川小学校食育サークル食育紹介〔喫茶でクッキー〕

10月23日～26日 午前10時～午後4時「彩」越木岩水彩画作品展
10月23日
　　午前10時40分～11時40分あおぞら楽団歌とバルーンで遊びまショー

〔バルーンアート〕
10月23日 正午～午後0時50分詩吟撫子グループ吟詠剣舞発表
10月23日 午後1時～1時20分女声合唱団 ブォンヌモーレ合唱発表会
10月23日 午後1時半～2時50分越木岩大正琴グループ大正琴演奏
10月23日 午後3時～3時50分詩吟サークル詩吟の発表
10月24日 午前10時～11時太極拳・空手研究会太極拳・空手表演
10月24日 午後0時半～1時40分新舞踊グループ(越木岩グループ、甲陽園グループ)舞踊発表会
10月24日 午後1時50分～3時20分シャンソングループ ラ・フォーレシャンソン発表会
10月24日 午後4時半～5時ＦＢＩ ふみこばれえあいらんどクラシックバレエ発表会

　市と西宮市文化振興財団は、10月9日から11月9日まで、公民館などを
中心に、市内43会場で「西宮市民文化祭」を開催します。市内で活動して
いる公民館グループや文化団体など816団体が1年の成果を披露します。
　8面から11面まで会場別に行事名称・主催グループ名・開催日時を掲
載しています。皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。
　なお、駐車設備のない施設もありますので、公共交通機関などをご利用
ください。
　問合せは西宮市文化振興財団（0798・33・3146）へ。


