
平成23年（2011年）10月10日 （ 6 ）

鳴尾公民館（鳴尾町1丁目8－2  ☎0798・47・3838）
開催日時主催グループ名行事名称

10月15日(土)～25日(火) 午前9時～午後5時鳴尾公民館活動推進員会公民館活動推進員年間活動パネル展
10月15日(土) 午前10時～正午ビビッド鳴尾フォークダンス練習発表会

10月15日(土)・16日(日)
午前10時～午後4時

パソコンおたすけ隊パソコンで作った作品展
リフォーム洋裁手作り作品展
鳴尾手編みグループ手編み作品展
茜書道グループ書道作品展
西宮習字グループ書道作品展
パレット鳴尾絵画作品展
西宮福祉ボランティア グループ雑草グループ雑草展
同和学習自主グループ あんだんて「私たちの学習」パネル展

10月15日(土) 午後1時～3時西宮太極拳同好会太極拳一日体験
10月16日(日) 午前9時半～正午フォークダンスサークル あひるフォークダンスみんなでおどろう
10月16日(日) 午後1時～4時なるお歌唱クラブ歌の発表
10月16日(日) 午後2時～3時鳴尾手話サークル かさじぞう手話劇
10月18日(火) 午前9時半～正午鳴尾シニアフォークダンスサークルシニアフォークダンス発表
10月18日(火)～25日(火) 午前10時～午後4時西宮市社会福祉協議会 青葉園鳴尾青葉のつどい

10月18日(火) 午前11時～午後2時おふくろグループ味を求めて 出会いを求めて 
楽しくお食事しましょう

10月20日(木) 午前9時半～正午ストレッチとダンベルストレッチとダンベル体験
10月21日(金) 午後1時～3時菜の花会大正琴発表会
10月22日(土) 午前10時～午後3時茶道若葉同好会お茶会

10月22日(土)・23日(日)
午前10時～午後4時

木彫会木彫作品展
お針の会お針の会 手作り作品展
いけ花グループ桔梗グループ桔梗 いけ花展
西宮仏像彫刻研究会仏の造形展
古文書を読もう会嘉永七年 大坂大津波の次第の展示

甲子園山の会みんなで一緒にハイキング
～元気に楽しく歩いて仲間を作ろう

10月22日(土) 午後1時半～3時半水曜樂唱會、土曜樂唱會コーラス練習の公開
10月23日(日) 午前9時半～正午ゆき・スポーツダンススポーツダンス文化祭
10月23日(日) 午前10時～午後4時西宮いずみ会 鳴尾グループ野菜たっぷり健康食展
10月23日(日) 午後0時半～4時西宮市フォークダンス協会フォークダンス発表会
10月25日(火) 午後1時半～3時鳴尾民踊グループふる里の民踊 文化祭

鳴尾東公民館（東鳴尾町1丁目9－1  ☎0798・49・1300）
開催日時主催グループ名行事名称

10月15日(土)～25日(火)
午前9時～午後5時（25日は4時まで)

みどりの会硬筆・毛筆作品展
鳴尾東公民館活動推進員会公民館活動推進員会 活動紹介
社協鳴尾支部 鳴尾東分区鳴尾東分区の活動紹介

10月15日(土) 午前10時～11時オカリナサークル オルナオカリナサークル オルナ 定
期演奏会

10月16日(日) 午前10時～午後4時新日本婦人の会西宮支部 鳴尾班絵手紙展示・体験会
10月16日(日)・17日(月) 午前10時～午後4時和裁グループ手作り作品の展示
10月16日(日) 午後1時～3時春琴会大正琴演奏
10月18日(火)～25日(火)
午前9時～午後5時(25日は1時まで)西宮市社会福祉協議会 青葉園鳴尾東青葉のつどい パネル展

10月18日(火) 午前9時半～11時太極拳太極拳公開レッスン
10月18日(火) 午前10時半～11時半西宮市民踊協会 鳴尾東民踊グループふるさと民踊
10月20日(木) 午後1時半～3時半どじょっこの会・鳴尾(童謡・唱歌)コーラス公開講座
10月21日(金) 午前10時～正午生き生きストレッチ「乱」健康体操公開レッスン
10月21日(金) 午後0時45分～1時45分ピラティス まどかピラティス公開レッスン
10月22日(土)・23日(日) 午前10時～午後4時洋裁同好会手作り作品の展示
10月23日(日) 午後1時～3時自彊術普及会えびす鳴尾東自彊術公開レッスン
10月25日(火) 午後1時半～3時スマイル健康体操公開レッスン

　市と西宮市文化振興財団は、10月11日(火)～11月８日(火)に、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8３４団体が1年の成果を披露し
ます。
　６面～９面に、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。

南甲子園公民館（甲子園九番町15－40  ☎0798・49・4741）
開催日時主催グループ名行事名称

10月15日(土)・16日(日)
午前10時～午後4時

はまゆう書道会書道展
浜甲俳句俳画の会俳画作品展
彫美会木彫手作り作品展
くれない書道書道展

10月15日(土)～18日(火)
午前10時～午後4時

浜甲子園町会婦人部 華道会生け花作品展
枝川写真クラブ写真展

10月17日(月) 午後7時～8時ステップ ｂｙ ステップジャズダンス発表会
10月18日(火) 午前10時～午後3時新婦人 西宮支部 柊班絵手紙展示と体験会
10月18日(火)・19日(水) 午前10時～午後4時はぎれの会パッチワークキルト作品展
10月18日(火) 午後2時～4時半バレエ・アーツクラッシックバレエ公開レッスン
10月19日(水) 午前10時～11時南甲子園民踊グループ民踊公開練習
10月19日(水)～25日(火) 午前10時～午後4時南甲子園公民館活動推進員会推進員会講座写真展
10月20日(木) 午前10時～11時半健康太極拳太極拳公開練習
10月20日(木) 午後1時～4時太極拳南甲子園グループ太極拳の体験と演武
10月21日(金) 午前10時～11時フィットネスリボン女性のためのソフトエアロビクス
10月21日(金)・22日(土)
午前10時～午後4時

千鳥会編物作品展
かりんグループ粘土の花作品展

10月21日(金) 午後1時～4時
浜甲ダンスクラブ社交ダンスパーティー
浜甲カトレア会社交ダンスパーティー

10月22日(土) 午前9時～11時半ピラティス シェルピラティス
10月22日(土) 午後1時～4時甲子園フォークダンスクラブフォークダンス発表会
10月23日(日) 午前10時～11時子供ダンスグループ子供バレエダンス発表会
10月23日(日) 午前10時～11時20分日曜すっきりヨガヨガ公開レッスン

10月23日(日) 午前10時～午後4時
南甲子園Ｊダーツの会ボードダーディング競技
西宮いずみ会 浜甲グループ食育と食生活改善展

10月23日(日) 午後1時～4時甲子園歌謡同好会歌謡発表会(カラオケ)
10月24日(月) 午前10時～11時半シェイプアップ マドンナ３Ｂ体操発表会
10月24日(月) 午前10時～午後1時南甲子園料理グループ公開料理実習
10月25日(火) 午前11時～11時50分コール・プリマベーラ女声コーラス発表会

今津公民館（今津水波町9－28  ☎0798・22・3529）
開催日時主催グループ名行事名称

10月15日(土)・16日(日) 午前9時～午後4時游墨会水墨画色紙展
10月15日(土)～25日(火)
午前9時～午後4時

今津公民館グループ協議会今津公民館グループ活動紹介
今津公民館活動推進員会公民館活動推進員会 講座風景展

10月15日(土)・16日(日)
午前10時～午後4時

今津連合婦人会余技展
甲日会洋画クラブ甲日会洋画クラブ作品展

10月15日(土) 午後2時～3時カンタービレ いまづミニコンサート(合唱発表会)

10月16日(日) 午後1時～3時今津マンドリン・Ｊハープボラ
ンティア楽団

マンドリン・Ｊハープ公開練
習＆発表会

10月16日(日) 午後1時～4時Ｓｕｎｄａｙ ダンスクラブ社交ダンスパーティ
10月17日(月) 午後0時半～3時半あおぞらラウンドダンス公開練習

10月19日(水) 午前11時～正午
新日本婦人の会西宮支部
たんぽぽ班 フラダンス小組フラダンスの発表

オカリーナ かのんオカリナ演奏
10月19日(水) 午後1時～3時半ＦＤラウンド甲子園フォークダンスラウンド公開練習
10月19日(水) 午後2時～3時久寿川詩吟グループ吟詠発表会
10月19日(水) 午後3時～4時今津詩吟詩吟発表会
10月20日(木) 午前10時～11時半グループ はまぎく健康体操
10月20日(木) 午前10時半～11時半ポップコーン親子で楽しくリズム遊び
10月20日(木) 午後1時～4時ドリーム＆スマイルスクエアダンス
10月21日(金) 午前10時～正午やまびこコーラス練習曲の発表

10月21日(金) 午後2時～3時半新日本婦人の会西宮支部
たんぽぽ班 ストレッチ小組ストレッチ小組体験会

10月22日(土)・23日(日) 午前9時～午後4時皮革クラフト、美染会クラフト作品展
10月22日(土)～25日(火) 午前9時～午後4時六甲西宮短歌会短歌展
10月22日(土)・23日(日) 午前10時～午後4時ぐるっぺあしぐるっぺあし写真展
10月22日(土) 午後2時～3時半女声コーラス ピアニシモハーモニーとともに
10月23日(日) 午前10時～午後4時西宮民謡同好会民謡の唄発表会
10月23日(日) 午後1時半～3時今津着物着付けグループ着物着付けショー
10月24日(月) 午後1時～4時スウィングダンスクラブ社交ダンスパーティ

10月25日(火) 午前10時～午後3時新日本婦人の会西宮支部
たんぽぽ班 絵手紙小組絵手紙作品展

10月25日(火) 午後1時～4時花謡会カラオケ発表会
10月25日(火) 午後7時～8時のびのび体操ストレッチ体操デモ

春風公民館（甲子園春風町2－21  ☎0798・33・1123）
開催日時主催グループ名行事名称

10月22日(土) 午前10時～11時健美体操 はるかぜ健康体操
10月22日(土) 午前11時～11時45分月心会空手演武
10月22日(土) 午後1時～2時ほのぼの音楽サークルみんなで楽しく歌いましょう
10月22日(土) 午後2時～2時半春風女声コーラスコーラス発表
10月22日(土) 午後2時半～4時Ｇ．エコーカラオケ発表会

10月22日(土)・23日(日)
午前10時～午後4時

春風公民館活動推進員会講座活動発表展
春風和裁グループ和裁作品展
つくし会手編み作品展示
西宮市社会福祉協議会春風分区余技展
春風婦人会余技展
やなぎグループかな書道展
絵てがみ 花だよりの会絵てがみ作品展
楽趣会陶芸作品展
春風絵画同好会油絵・水彩・デッサン
春風俳画グループ俳画作品展
洋画ぐるうぷ「苔」洋画作品展

10月23日(日) 午前11時～正午読み聞かせグループ カナリア人形劇・エプロンシアター・朗読等
10月23日(日) 午後1時～2時ウエストウインズジャズオーケストラジャズ・ラテン演奏
10月23日(日) 午後2時～4時情熱の音楽工房とリズム・パニック軽音楽コンサート

上甲子園公民館（甲子園口3丁目9－26  ☎0798・67・4329）
開催日時主催グループ名行事名称

10月15日(土)～17日(月)

午前9時半～午後5時(17日は4時まで)

上甲子園婦人会石けんのじょうずな使い方
上甲子園婦人会ふれあい会折り紙作品展
日本ライトハウス阪神友の会ボランティア活動写真展
上甲子園水墨画グループ水墨画作品展
俳星会甲子園口俳句作品展
上甲子園仏像彫刻グループ仏像彫刻作品展
甲子園ロコミュニティ編集発行委員会地域団体活動報告展
甲子園口エココミュニティ会議エコ会議活動報告展
こどもいけばなこどもいけばな作品展

10月15日(土)～23日(日)

午前9時半～午後5時(23日は4時まで)

甲子園口地区まちづくり協議会まちづくり この一年
甲子園口東環境衛生協議会環境にやさしい商品を使いましょう
上甲子園公民館活動推進員会活動報告展

10月15日(土) 午後1時～4時上甲子園婦人会歌謡グループ歌謡発表会
10月16日(日) 午前11時～11時40分甲子園合唱団たのしいコーラス
10月16日(日) 午後1時半～3時半ぐるーぷ カナリヤ歌謡発表会
10月17日(月) 午後1時～4時上甲子園天寿会歌謡グループ歌謡発表会
10月19日(水) 午後1時～3時半すみれ会大正琴発表会

10月21日(金)～23日(日)

午前9時半～午後5時(23日は4時まで)

リフォーム洋裁グループ 1組リフォーム洋裁手作り作品展
リフォーム洋裁グループ 2組リフォーム洋裁手作り作品展
フォト甲子園写真作品展
西宮市民句会俳句作品展
陶和会陶芸作品展
上甲子園ちぎり絵グループちぎり絵作品展
上甲子園洋画グループ絵画作品展
カーヴィング砂利目会木彫作品展

上甲子園センター（甲子園口3丁目9－3  ☎0798・67・4329）
開催日時主催グループ名行事名称

10月15日(土) 午後7時～9時チアリングくらぶダンス・パーティー[社交ダンス]
10月16日(日) 午前10時半～正午こども和装礼法浴衣の着装と帯結び
10月16日(日) 午後7時～9時上甲子園社交ダンスグループ社交ダンスのつどい
10月17日(月) 午後1時～4時フォークダンス カテリーナたのしく踊ろう
10月21日(金)～23日(日)
午前9時半～午後5時(23日は4時まで)

甲子園口市民館押絵グループ押絵作品展
こどもおりがみおりがみ作品展示

市民文化祭特集


