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高須公民館（高須町2丁目1－35  ☎0798・49・1312）
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
※体験会は16日のみ

新日本婦人の会西宮支部ＭＵ班絵手紙作品展及び体験会(※)
高須俳句会俳句作品展
白ゆり会和紙ちぎり絵作品展
高須公民館活動推進員会推進員会講座の展示と無料喫茶コーナー

10月15日(土) 午前10時25分～11時15分高須民踊グループふるさとの民踊
10月15日(土) 午前11時20分～正午音読アネモネの会民話および詩の音読
10月15日(土) 午後1時～1時40分虹のまちフォークダンスフォークダンス
10月15日(土) 午後1時45分～2時25分民謡やまびこ会民謡歌唱発表会
10月15日(土) 午後7時～9時高須ダンスグループ、カトレアダンスサークル合同ダンスパーティー
10月16日(日) 午前10時半～11時25分かすみ会日舞・新舞踊発表会
10月16日(日) 午前11時半～正午高須校区老人クラブ連合会 コーラスひびきコーラス発表会
10月16日(日) 午後1時～1時半ハーモニカの会ハーモニカの演奏
10月16日(日) 午後1時35分～2時25分着楽会着物の着付け
10月16日(日) 午後2時半～3時うたごえサークル「あおいそら」コーラス発表
10月16日(日) 午後7時～9時高須社交ダンス会ダンスパーティー
10月19日(水) 午後1時半～3時半高須ひばり会歌謡曲歌唱発表会

中央公民館（高松町4－8 プレラにしのみや内  ☎0798・67・1567）
開催日時主催グループ名行事名称

10月29日(土)～11月8日(火) 午前9時～午後5時中央公民館活動推進員会講座風景の写真展
10月29日(土) 午前10時～午後3時ふれあい煎茶発表会

10月29日(土) 午前10時～午後5時コーヒー倶楽部生豆から作る新鮮なアレンジ・
コーヒーを楽しみましょう！

10月29日(土)・30日(日) 午前10時～午後4時アンジェパーチメントクラフト作品展
10月29日(土)～31日(月) 午前10時～午後4時押し花サロン菩提樹押し花レカンフラワー作品展
10月29日(土)～31日(月) 午前10時～午後5時スケッチサークル・パレットスケッチサークル・パレット水彩画展
10月29日(土) 午前11時～正午カマナオポノアロハ・ナ・クアヒヴィハワイアン・フラ
10月29日(土) 午後1時半～3時半女声コーラス コールバウムコーラス発表会
10月30日(日)・31日(月) 午前10時～午後4時中公陶芸グループ中公陶芸作品展
10月30日(日)・31日(月)
午前10時～午後5時(31日は3時まで)木実盆栽会盆栽作品展

10月30日(日) 午前10時半～正午日本舞踊五月会日本舞踊発表会
10月30日(日) 午後1時～3時西宮詩吟グループ詩吟発表会
10月30日(日) 午後2時～4時西宮レクリエーションクラブたのしいフォークダンス発表会
10月31日(月)・11月1日(火) 午前11時～午後5時やまゆき会文化祭展示会(用具・写真・会報など)
11月 1日(火)・2日(水) 午前10時～午後4時北口絵画グループ水彩画展
11月 1日(火) 午後1時～3時美鈴会大正琴演奏会
11月 2日(水) 午前10時半～11時半麗華太極拳太極拳発表会
11月 2日(水) 午後1時～4時元気印ジャズ体操元気印ジャズ体操
11月 3日(木・祝)・4日(金) 午前10時～午後4時欧風刺しゅう月曜会欧風刺しゅう作品展
11月 3日(木・祝)・4日(金) 午前10時～午後5時中央公民館絵画グループ洋画作品展
11月 3日(木・祝) 正午～午後1時中央マジック研究会マジック演芸
11月 3日(木・祝) 午後2時～4時筝曲さくら会筝曲さくら会発表会
11月 4日(金) 午前10時～正午西宮中央フォークダンス協会やさしいラウンドダンス発表会
11月 4日(金) 午前10時～正午、午後1時半～3時半東洋の養生術日本式気功養生術
11月 4日(金)・5日(土) 午前10時～午後4時てがき友禅の会てがき友禅の会 作品展

11月 5日(土)・6日(日)
午前10時～午後4時

書道翠明会書道作品展
絵画グループ プレラートプレラート作品展
木彫グループ「はちの子」木彫作品展

11月 5日(土) 午後1時～4時西宮歌人協会西宮歌人協会 短歌大会

11月 5日(土) 午後1時～5時碁遊会囲碁 お気軽に参加ください
(プロ棋士による指導あり)

11月 6日(日) 午前10時～11時日本ギロック協会西宮支部０歳から家族で楽しむコンサート
11月 6日(日)・7日(月) 午前10時～午後5時刺しゅうグループ こでまり刺しゅう作品展示
11月 6日(日) 午後3時半～4時琉球三線友の会三線の演奏
11月 8日(火) 午後1時～4時三味線民謡すみれ会三味線民謡発表会

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

10月29日(土)・30日(日)
午前10時～午後4時

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

10月29日(土) 午後7時～8時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30日(日) 午前10時～11時ペパーミント、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30日(日) 午後1時半～3時大社公民館活動推進員会ファミリーコンサート
(カントリー＆ウェスタン)

10月30日(日) 午後4時～7時大社社交ダンスサークル、社交
ダンスグループ

ダンスパーティ＆デモスト
レーション

11月 2日(水) 午後1時～4時アペルダンスグループ社交ダンスのパーティ
11月 3日(木・祝) 午前10時～11時半健康体操友の会健康体操発表会
11月 4日(金) 午後1時半～4時詩吟みどり会詩吟の集い
11月 4日(金) 午後4時半～6時マザーグース・ラボ世界のわらべうた発表会
11月 5日(土) 午前10時～11時Ｈｕｌａ ｇｉｒｌフラダンス発表会

11月 5日(土)・6日(日)
午前10時～午後4時

Ｇ.ＨＩＭＡＷＡＲＩ絵画作品展
絵手紙同好会絵手紙展示
毛筆ペン習字グループ毛筆・ペン習字作品展
大社生花グループ生花作品展
シャドーボックスファンタジー手芸作品展(シャドーボックス)
大社子ども造形サークル子供の絵画・工作展

11月 5日(土) 午後2時半～4時半武術太極拳同好会、楽和、太極の会武術太極拳発表会
11月 6日(日) 午後1時～2時ピリカリーナオカリナ演奏会
11月 6日(日) 午後3時～3時半フラグループフラとウクレレ発表会

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

10月29日(土)・30日(日)
午前10時～午後4時

浜脇連合婦人会 教養部
各部活動報告 余技展
折り紙教室 ビデオ 浜脇連合婦人会 生活環境部

浜脇連合婦人会 福祉部
浜脇連合婦人会 華道部華道展
みずくき会みずくき書道展
浜脇好陶グループ陶芸作品展
面友会手作り作品展(能面)
浜脇木彫の会木彫作品展

10月29日(土)～11月8日(火)
午前10時～午後4時

浜脇公民館活動推進員会推進員活動写真展
人権学習自主グループ ひまわりの会人権学習パネル展

10月30日(日) 午前10時～午後3時
浜脇いずみ会生活習慣病予防の展示・試食
浜脇連合婦人会 茶道部茶道お茶席

10月31日(月) 午後1時～3時たのしい中国語中国語公開レッスン
11月2日(水) 午後1時～3時浜脇民謡の会・大社民謡の会民謡発表会
11月3日(木・祝) 午前9時～正午新日本婦人の会西宮支部親子リズム体操
11月3日(木・祝)  午後1時～4時浜脇碁友会公開囲碁対局
11月4日(金) 午前10時～11時半浜脇健康美容体操グループ健康美容体操公開レッスン
11月5日(土)・6日(日)
午前10時～午後4時

浜脇・油絵の会浜脇・油絵の会作品展
ししゅうグループ ひまわりフランスししゅう作品展

11月5日(土) 午後1時～3時浜脇大正琴同好会大正琴発表会
11月7日(月) 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
11月7日(月) 午後5時半～9時キッズグループジャズダンス公開レッスン
11月8日(火) 午前9時～午後4時新日本婦人の会西宮支部絵手紙作品展・体験会
11月8日(火) 午前10時半～11時半ひよこクラブ親子ミニ運動会
11月8日(火) 正午～午後4時あじさい、マーメイド、浜風、ワールド社交ダンスパーティ

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

10月29日(土)～11月8日(火)
午前9時～午後5時(8日は3時まで)用海地区団体協議会用海地域行事写真等展示

10月29日(土) 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29日(土)・30日(日) 午前10時～午後3時茶の湯の会お茶席(隅炉)
10月29日(土)・30日(日)
午前10時～午後4時

友愛グループ手作り作品展 切り絵染め
用海フラワーグループいけばな展

10月29日(土) 午後1時～5時用海囲碁グループ公開親睦囲碁大会
10月30日(日) 午後0時半～4時半レインボーズクラブカラオケ発表会
11月2日(水)・3日(木・祝)  午前10時～午後4時童画はりえ童画はりえ作品展
11月3日(木・祝)  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
11月3日(木・祝)  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
11月3日(木・祝)  午後2時半～4時半粋の会粋の会歌唱発表
11月4日(金) 午前10時半～11時半ＹＯＧＡＩ太極拳ＨＡＮＡ太極拳発表会
11月4日(金) 午後6時～8時半浜松原自治会カラオケむつみ会カラオケ発表会
11月5日(土) 午前10時～11時半用海ヨーガグループヨーガ実習体験
11月5日(土)・6日(日) 午前10時～午後4時書道サークル まどか書・作品展
11月6日(日) 午後0時半～2時半シャル ウイ ダンス社交ダンスパーティー
11月6日(日) 午後1時～5時用海将棋会将棋大会
11月6日(日) 午後2時半～4時半社交ダンス若葉社交ダンスパーティー

11月7日(月) 午前10時～11時半

新日本婦人の会西宮支部
用海班親子リズム親子リズム遊び

新日本婦人の会西宮支部
用海班赤ちゃんリズム赤ちゃんリズム遊び

学文公民館（学文殿町2丁目4－24  ☎0798・41・6050）
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4時学文公民館活動推進員会活動推進員会事業 写真展
10月15日(土)・16日(日) 午前10時～午後4時学文書道グループ書道展
10月15日(土) 午後1時～4時学文カラオケ同好会カラオケ発表会
10月16日(日)・17日(月) 午前10時～午後4時和紙ちぎり絵グループ和紙ちぎり絵作品展

10月17日(月) 午前10時～11時半新日本婦人の会
赤ちゃんリズム

赤ちゃんリズム遊び・マッ
サージ・公開体験

10月18日(火) 午後1時～3時大正琴みどり会大正琴発表会
10月19日(水) 午前9時45分～11時15分ソフトエアロ ＢUN ＢUNソフトエアロ 公開レッスン
10月19日(水) 午後3時～6時ＫＩＺ ＡＮＧＥＬ、ＣＯＣＯ ＫＩＤＳ公開レッスン
10月20日(木) 午前10時～11時半新日本婦人の会 親子リズム親子リズム体操・公開体験
10月20日(木) 午後1時～4時学文阿波おどり同好会写真展と阿波踊り
10月21日(金) 午前10時～正午学文フォークダンスサークルたのしくおどりましょう♪

10月21日(金) 午後2時～3時コール・アマービレ午後のひととき 女声合唱
「ティータイム コンサート」

10月22日(土)・23日(日)
午前10時～午後5時(23日は4時まで)陶鳴会陶芸作品展

10月22日(土) 午後1時～3時学文着物着付グループ、
鳴尾着物着付グループ着物着付け発表会

10月23日(日) 午後2時～4時フラワーベルフラワーベルコンサート
10月24日(月) 午前10時半～正午学文おはなし文庫大人のためのお話会
10月24日(月) 午後3時～4時子どものためのお話会

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

10月29日(土) 午後1時～4時ダンスサークル・フラミンゴ社交ダンスパーティー
10月30日(日) 午後1時～4時甲陽ダンス社交ダンスパーティー

11月5日(土)・6日(日)
午前10時～午後4時半

お絵描きサークル絵手紙作品展
東アジア文化交流の会子どもの水墨画展
苦楽園能面同好会能面展
越木岩南楽友会手作り小物作品展
モラの会手芸作品展
布の花布の花・生花作品展
越木岩公民館活動推進員会推進員活動紹介展 喫茶コーナー

11月5日(土)～8日(火) 午前10時～午後4時「彩」越木岩水彩画作品展
11月5日(土) 午前10時45分～11時半バルーンアート歌とバルーンで遊びまショー
11月5日(土) 正午～午後1時詩吟撫子グループ吟詠剣舞発表
11月5日(土) 午後1時10分～2時20分越木岩大正琴グループ大正琴演奏
11月5日(土) 午後2時半～3時半詩吟サークル詩吟の発表
11月5日(土) 午後3時40分～4時10分ラ・ビィータ、フルートの会フルート演奏会
11月6日(日) 午前10時～11時太極拳・空手研究会太極拳・空手演武
11月6日(日) 午前11時10分～11時半苦楽園中学ＰＴＡコーラス けやきコーラス演奏
11月6日(日) 午後1時～2時20分新舞踊グループ(越木岩、甲陽園)舞台発表
11月6日(日) 午後2時半～4時シャンソングループ「ラ・フォーレ」シャンソン発表会
11月8日(火) 午後0時40分～1時40分ピラティス・桜ピラティス・桜(公開レッスン)

瓦木公民館（瓦林町8－1  ☎0798・65・0660）
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

ちぎり絵グループちぎり絵作品展
ジュニアお習字教室子供習字展示会
瓦木墨絵会、上甲墨画会有志墨絵作品展

10月15日(土) 午後1時～5時瓦木将棋友の会トーナメント対局
10月16日(日) 午後3時～4時西宮市少年少女合奏団弦楽合奏
10月18日(火) 午前10時～11時ｈａｎａ太極拳ｈａｎａ太極拳発表会

10月18日(火)・19日(水)
午前10時～午後4時

瓦木スポーツクラブ21 俳画を楽しむ会俳画作品展
瓦木地域コミュニティ協議会写真展
瓦木公民館活動推進員会推進員会活動発表展 紙芝居「お江」

10月20日(木) 午前10時～正午新婦人北口夜班 親子リズム親子リズム
新日本婦人の会北口夜班絵手紙展示と体験会

10月20日(木)・21日(金) 午前10時～午後4時西宮市社会福祉協議会瓦木分区社協のひろば
10月21日(金) 午前9時半～11時朝ヨガサークル・ヨギーニヨガ公開レッスン
10月22日(土) 午前10時～午後4時西宮いずみ会 瓦木グループ健康展
10月22日(土) 午前11時～正午コーラス同好会「水の輪」コーラス発表会
10月22日(土) 午後1時～4時かわらぎ句会、きのめファツクス句会講演・句会
10月22日(土)・23日(日) 午前10時～午後4時瓦木洋画グループ「蟻」洋画作品展
10月23日(日) 午前10時～正午秋月会、秋道会、甲城会、道右会詩吟発表会

10月23日(日) 午後1時半～3時アンサンブルレインボー、
ソレイユＡ、ソレイユＢ大正琴演奏会

10月24日(月) 午前10時～正午新婦人北口夜班 赤ちゃんリズム赤ちゃんリズム
10月24日(月)・25日(火) 午前10時～午後4時絵染めグループ絵染め作品展
10月24日(月) 午後2時～4時西宮吟詠同好会吟詠
10月24日(月) 午後3時～5時ＰＲＩＭＯ ＫＩＺ ＤＡＮＣＥキッズダンス発表会

市民文化祭特集


