
平成23年（2011年）10月10日 （ 8 ）

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

10月29日(土) 午前10時～11時半段上ストレッチストレッチ体操

10月29日(土)・30日(日) 午前10時～午後4時
花好会四季の草花作品展
折がみグループ 久寿玉折がみ作品展

10月29日(土)～31日(月)
午前10時～午後4時(31日は0時半まで)アトリエ ’93絵画展

10月29日(土)～11月8日(火) 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
10月29日(土) 午後1時～3時民謡わかば教室民謡教室成果発表
10月29日(土) 午後1時半～3時段上着物着付グループ着物着付
10月30日(日) 午後1時～4時アップダンス社交ダンス実技発表会・ダンスパーティ
10月31日(月) 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31日(月) 午後1時～2時半健康体操健康体操発表会
10月31日(月)・11月1日(火)
午後1時～4時(1日は午前10時から)心ひらいて人権問題パネル展示

11月1日(火) 午前10時半～午後3時新日本婦人の会西宮支部 きらきら班絵手紙展示・体験会
11月1日(火) 午後1時～4時段上みんようグループ民謡発表会
11月2日(水) 午前10時～11時半段上ヨガの会公開ヨガ
11月2日(水) 午後1時～4時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
11月2日(水) 午後1時～5時段上将棋友の会自由対局・指導対局
11月3日(木・祝) 午前10時～11時半ヨーガ・セラピーヨーガ公開レッスン
11月3日(木・祝)・4日(金) 午前10時～午後4時書友会書道ペン習字作品展
11月3日(木・祝) 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
11月3日(木・祝) 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
11月4日(金) 午前10時～正午キッズ・ステーション きらきら星親子リズム体操
11月5日(土) 午前10時～午後4時段上生花グループ生花稽古公開と展示
11月5日(土) 午後1時半～4時カラオケ粋の会「輪」カラオケ発表会
11月6日(日) 午前10時～午後3時半段上茶道グループお茶会
11月6日(日) 午後1時半～3時段上マジック倶楽部マジックショー
11月7日(月) 午前10時～11時半ストレッチメイトストレッチ公開練習
11月7日(月) 午後2時～3時半ふくろう、アバンタージュ朗読とマンドリン

高木公民館（高木東町15－10  ☎0798・65・1569）
開催日時主催グループ名行事名称

10月29日(土) 午前10時～午後4時
一白会

折り紙・生け花手作り作品展
10月29日(土)～11月8日(火) 午前10時～午後4時折り紙・生け花手作り作品展(ロビー)

10月29日(土)・30日(日)
午前10時～午後4時

ちぎり絵 虹の会手作り作品展
ちぎり絵 紅の会ちぎり絵展示会
香風会書道作品展

10月29日(土)～11月8日(火) 午前10時～午後4時高木公民館活動推進員会写真その他講座開催展
10月29日(土) 午後0時半～2時半たんぽぽ民謡グループ三味線と唄のおさらい会
10月29日(土) 午後3時半～4時半高木フォークダンスクラブフォークダンス発表会
11月1日(火) 午前10時～11時半健康体操スプリング・ウェーブ３Ｂ体操発表会
11月1日(火)・2日(水) 午前10時～午後4時オアシスの会フラワーアレンジメント作品展
11月2日(水) 午前10時～正午赤ちゃんリズム赤ちゃんマッサージ＆リズム体操

11月2日(水) 午前10時～午後4時
高木地区連合婦人会会員余技展
西宮いずみ会 高木グループパネル・料理展示会

11月3日(木・祝) 午前10時～正午高木太極拳同好会太極拳発表会
11月3日(木・祝) 午後2時～3時オカリナ ガーデンズオカリナ演奏会
11月4日(金) 午前11時～正午西宮フラウエン・コールコーラス発表
11月5日(土) 午前10時～午後3時
※１時半～３時は着物着付ショー高木着物着付グループ着物着付発表会

11月5日(土)・6日(日) 午前10時～午後4時木彫グループ「ほりほり会」木彫グループ「ほりほり会」
11月5日(土) 午後1時～4時睦月民謡会民謡・津軽三味線発表会
11月6日(日) 午前10時～正午コール・フォレストコーラス発表会
11月6日(日) 午後1時半～3時半どじょっこの会 高木コーラス発表会
11月7日(月) 午前10時～正午親子リズム親子リズム体操
11月8日(火) 午前11時～午後4時ＴＭＤ鉄道模型展示運転

上ケ原公民館（六軒町1－32  ☎0798・72・7286）
開催日時主催グループ名行事名称

10月29日(土) 午前10時～午後3時雅びの会茶道発表会(お茶席)
10月29日(土) 午前10時～午後4時そば打ち同好会そば打ち体験教室(要予約)

10月29日(土)・30日(日)
午前10時～午後4時

絵手紙の会絵手紙の会作品展
上ケ原生花グループ生け花作品展
Ｊダーツ六軒体験ダーツを楽しもう
写真18ぱあせんと風景と花の写真展

10月29日(土)～11月8日(火)
午前10時～午後4時

地球温暖化防止活動推進員会西
宮支部

地球温暖化防止のパネル及び
リサイクル品展示

上ケ原南エココミュニティ会議、
上ケ原南地区青少年愛護協議会自然保護・エコ活動の展示

上ケ原公民館活動推進員会ポスターと作品展
10月29日(土) 午後1時～5時若葉ダンスサークル社交ダンス交流会
10月30日(日) 午前10時半～11時彩線会日本民謡 and ZOMEKI 三味線
10月30日(日) 午前11時～11時半宮っこ連阿波踊り
10月30日(日) 午前11時半～午後0時15分太極拳グループ太極拳発表会
10月30日(日) 午後1時～2時上ケ原民謡クラブ、楽民謡グループ民謡の唄と三味線のつどい
10月30日(日) 午後2時～2時半グループ・アルエットコンサート
10月30日(日) 午後2時半～3時半冥王星冥王星コンサート
10月30日(日) 午後3時半～3時50分ＫＩＤ'Ｓ ＤＡＮＣＥ  子供のヒップホップダンス発表
10月30日(日) 午後6時～9時エスポアールダンスグループダンスパーティ
11月2日(水) 午前10時～正午スマイリングジャズストレッチ
11月4日(金) 午後2時～2時半クラッシックを歌う会 ヴィヴァーチェ歌の発表会

11月5日(土)・6日(日)
午前10時～午後4時

白樺書道会書道作品展
木楽会仏像彫刻作品展
西宮友の会 甲陽園もより活動報告展(朝食の工夫展示)
エンジョイクラブパッチワーク作品展
ハッピーグループ手作り作品展
ニットサークル同好会手作り作品展

11月8日(火) 午前10時～10時45分親と子のＤＡＮＣＥ ＤＡＮＣＥママと一緒にＤＡＮＣＥ！！
11月8日(火) 午前10時45分～正午真向法体操の会真向法体操公開レッスン
11月8日(火) 午後1時～4時ダンス同好会 みやこわすれダンスパーティー

西宮浜公民館（西宮浜4丁目13－1  ☎0798・34・2002）
開催日時主催グループ名行事名称

10月29日(土) 午前10時～午後3時なつめの会お茶会
10月29日(土)・30日(日)
午前10時～午後4時

マジョリカタイル絵付展
マリナ陶好会陶芸作品展

10月29日(土) 午前11時～正午阪急学園いるぴースターズミニコンサート
10月29日(土) 午後1時～1時半リトルマーメイド新体操リトルマーメイド新体操ミニ発表会
10月30日(日) 午前9時～午後5時西宮浜シルバーカラオケ同好会カラオケ発表会

10月30日(日) 午前11時～正午関西ポップスオーケストラ関西ポップスオーケストラ 
ビックバンドコンサート

10月30日(日) 午後2時～2時40分ウィンドオーケストラ今津ミニコンサート(吹奏楽)
10月31日(月) 午前10時～11時マリナ太極拳太極拳発表会
10月31日(月) 午後1時～2時半マリーナポエポエマリーナポエポエ フラダンス
11月1日(火) 午後1時～4時半碁楽会囲碁交流会
11月1日(火) 午後1時半～3時童謡・唱歌を歌う会「ひまわり」合唱(童謡・唱歌)
11月2日(水) 午後1時～4時マーメイド社交ダンス文化祭 社交ダンス
11月4日(金) 午前10時～11時半新日本婦人の会西宮支部 親子リズム小組リズム体操発表会
11月5日(土) 午前9時～午後4時花水木手芸
11月5日(土) 午後1時～2時アロハメモリーズハワイアンバンド演奏
11月6日(日) 午前11時～正午キッズジャズダンス、スキップキッズダンス公開レッスン
11月7日(月) 午前10時半～11時半渚のオカリナ、マリナウクレレサークルオカリナ＆ウクレレ合同発表会

若竹公民館（西福町15－12  ☎0798・67・7171）
開催日時主催グループ名行事名称

11月2日(水)～8日(火) 午前10時～午後5時西宮市社会福祉協議会 青葉園若竹公民館 青葉のつどい

11月5日(土)・6日(日)
午前10時～午後5時(6日は4時まで)

和紙ちぎり絵サークル和紙ちぎり絵作品展
絵画グループ四季洋画作品展
若竹水墨グループ水墨画作品展
洋画サークルあじさい水彩画作品展
同和問題自主学習グループ ふきのとう展示 活動報告

11月6日(日) 午後1時半～4時

西宮童謡の会女声コーラス
芦原老人クラブ連合会 民踊部民踊発表会
芦原老人クラブ連合会 若竹歌謡グループ歌謡発表
若竹気功グループ気功表演
ロンドダンスサークル社交ダンス発表
西宮太極拳クラブ太極拳表演
若竹社交ダンスグループ社交ダンス発表

神原公民館・神原市民館（神原6－11  ☎0798・71・7444）
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日は正午まで)神原コミュニティ協議会神原コミュニティ活動の紹介

10月29日(土)～11月8日(火) 午前9時～午後5時神原公民館活動推進員会公民館活動状況 パネル展示
10月29日(土)・30日(日) 午前10時～午後4時若葉書道会書道作品展
10月29日(土)～11月8日(火)
午前10時～午後5時(8日は正午まで)神原地区青少年愛護協議会「キッズのびのび事業」報告

10月30日(日) 午前10時～午後3時半木曜同好会お茶会(表千家)
10月30日(日) 午後1時半～3時大正琴あじさい大正琴演奏会
10月31日(月)～11月7日(月)
午前9時～午後5時(7日は1時まで)西宮市社会福祉協議会 青葉園神原青葉のつどい

11月1日(火) 午前11時～11時40分パラダイスＱコーラス発表会
11月3日(木・祝) 午前9時半～正午神原子ども囲碁クラブ子ども囲碁大会
11月3日(木・祝) 午前10時～10時45分人形劇サークル「かぶとむし」人形劇上演
11月3日(木・祝) 午前10時～午後4時西宮友の会 神原方面元気な高年の食生活
11月3日(木・祝) 午前11時～正午コールソレイユ女声コーラス発表会
11月3日(木・祝)～5日(土) 午前11時～午後3時土曜絵画クラブアートコロ展
11月3日(木・祝) 午後0時半～5時神原囲碁・将棋グループ囲碁・将棋のつどい
11月3日(木・祝) 午後1時～4時カトレアダンスグループ社交ダンスパーティ
11月4日(金) 午後1時半～3時半三曜吟詠グループ、哲泉流甲山支部詩吟発表会
11月5日(土) 午前10時～11時杜のオカリナ杜のオカリナ演奏会
11月5日(土)・6日(日) 午前10時～午後3時二火会絵たより作品展

11月5日(土)・6日(日)
午前10時～午後4時(6日は3時まで)

神原ＰＣクラブパソコンによる作品展
おたすけ広場パソコン作品展
ＰＣ楽遊会パソコンで作成した作品展

11月5日(土) 午前11時～正午神原コールビギンシャンソン他合唱
11月6日(日) 午前10時半～11時半サクラポエポエサクラポエポエ フラダンス発表会
11月6日(日) 午後2時～4時歌遊会カラオケ発表会
11月7日(月) 午後1時半～2時半神原の太極拳太極拳入門・初級・二十四式前半他

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

10月16日(日) 午後2時半～3時20分太鼓社中夙川太鼓、舞を楽しむ
会、女声アンサンブル西宮

2011 秋色コンサートin夙
川 第一部

10月16日(日) 午後3時20分～4時半コールまつほ、楽しく歌う会、夙川コーラ
ス、ハミングtu、夙川エンジェルコール

2011 秋色コンサートin夙
川 第ニ部

10月29日(土)～11月8日(火) 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29日(土)・30日(日)
午前10時～午後4時

青陶会手づくり陶芸品の作品展
光川会書道作品展

10月29日(土)・30日(日) 午前10時～午後5時ウッドクラフト夙川木彫作品展
10月29日(土)～11月2日(水) 午前10時～午後4時菱の実句会俳句作品展
10月29日(土)～11月8日(火) 午前10時～午後4時Ｐ．Ｃ．Ｈ．(フォトクリエーション阪神)写真展示

10月29日(土) 午後1時～4時
夙川カラオケグループカラオケ発表会
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カラオケ発表会

10月30日(日) 午前10時～午後3時西宮茶華道協会秋の煎茶会
10月30日(日) 午後1時～1時半夙ポエクラブリンクファイブの集い フラダンスの発表
10月30日(日) 午後1時半～2時ハーモニカ倶楽部 かなりやリンクファイブの集い ハーモニカの発表会
10月30日(日) 午後2時～2時半夙寿会民踊クラブリンクファイブの集い 民踊

10月30日(日) 午後2時半～3時てまり会リンクファイブの集い
童謡コーラスの発表

10月30日(日) 午後3時～3時半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

10月31日(月)・11月1日(火) 午前10時～午後4時ＳＫクラブＳＫ洋画展
10月31日(月) 午後2時～4時コレギウム夙川合奏団管弦楽
11月2日(水) 午前10時～午後4時緑扇会謡曲発表会
11月2日(水)・3日(木・祝) 午前10時～午後4時夙書会書道展
11月2日(水) 午後1時～3時夙川室内合奏団弦楽合奏
11月3日(木・祝) 午前10時～正午、午後1時半～3時半夙川太極拳同好会太極拳
11月3日(木・祝)～8日(火) 午前10時～午後4時ポテトチップス親子体操活動紹介
11月3日(木・祝) 午後1時～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

11月4日(金) 午後1時半～4時半国道43号線道路裁判原告団、
調停団、支援の会よんさん道路文化と歌唱の力(カラオケ)

11月5日(土) 午前10時～11時アースバレエバレエ発表

11月5日(土)・6日(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
西宮友の会 夙川方面西宮友の会夙川方面 パネル展示
夙川洋画グループ絵画作品展

11月5日(土) 午後3時半～4時半Ｈａｎａ Ｂａｌｌｅｔバレエプチパフォーマンス

11月6日(日) 午後1時～4時甲子園マジックソサエティー、
西宮マジッククラブ奇術の祭典

11月7日(月) 午後1時～4時長唄ゆりの会長唄発表会

市民文化祭特集


