
会場

14:00～16:10

演題Ⅰ「コロナ後遺症への対策と診療」

演題Ⅱ「宇宙と健康」

10月休館日

相生学院高等学校　有方　☎0791-24-0100

　新型コロナウイルス感染拡大状況により、急遽中止となる場合があります。

10:30～15:00

ハンドメイドグッズ販売、ワークショップ、飲食ブース

きゃんでぃまーけっと　西川　☎090-2596-3984

10/10㊊ スタインウェイを弾こう2022 大ホール

参加申込者の演奏をお楽しみください。

応募された日本画、洋画、工芸・彫刻・デザイン、書(漢字・

漢字調和体)、写真５部門の入賞作品を展示します。

印は当館の主催事業です。　☎0791-23-7118　　http:www.nagisa-aioi-hyogo.com/    【 敬称略 】

日にち

10/23㊐
きゃんでぃまーけっと ハンドメイドマーケット ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

1F2F

南側駐車場

また、マスクの着用・手指の消毒・３密の回避といった基本的な感染防止策にご協力をお願いいたします。

　主催者の許可を得たイベントのみ掲載しております。令和4年9月29日現在の情報です。詳細は各主催者までお問合せください。

10/20㊍

～10/23㊐

10/1㊏
企画広報課　☎0791-23-7121

10/2㊐

教育シンポジウムin相生

中ホール 13:30～15:30

アルパの調べ・基調提言・パネルディスカッション

市制施行80周年記念式典
※新型コロナウイルス感染防止対策のため招待の方に限ります。

4㊋、11㊋、12㊌、18㊋、19㊌、25㊋

第47回相生市美術展 ホワイエ

中ホール

２F会議室

9:00～17:00

(23㊐は15:40まで)

生涯学習課　☎0791-23-7144

10/8㊏

相生市民健康フォーラム兼西播内科医会

大ホール

なぎさライブ １Fホワイエ

開場 18:00 出演：マジックレインボー相生／ボンボヤーヤ(バンド)

開演 18:30

イベント 時間 内容

相生市医師会　☎0791-23-7250

10/29㊏
劇団四季

「人間になりたがった猫」
大ホール

開場 15:15

開演 16:00
●販売場所：相生市文化会館

●チケットぴあ(一般のみPコード：513836)

10/29㊏

～10/30㊐

MOA相生児童作品展
中ホール

分割１

29㊏　13:00～16:00 市内全小学校児童の絵画・書写展示

相生児童作品展実行委員会　川端

☎0791-28-0832
30㊐　　9:00～16:00

２F展示コーナー　観覧無料

展示中

～10/24㊊
相生市立図書館所蔵　　複製絵画展

第一部 10:00～

第二部 14:00～

相生市文化会館扶桑電通なぎさホール

チケット販売中（残りわずか）

◇チケット料金【全席指定】
▷友の会 4,000円 ▷一 般 5,000円

▷小学生以下 3,000円

※３歳以上有料(３歳未満の着席鑑賞は有料)

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料【事前予約受付】

FAX：0791-24-1001、Email：arikata@aigaku.gr.jp

入場無料

託児あり(無料／要事前予約)

入場無料



会　場 会　場

中ホール

大ホール

大ホール 中ホール

中ホール

分割２
中ホール

大ホール ホワイエ

和室

会議室３
大ホール

ｷﾞｬﾚﾘｱ ホワイエ

大ホール 大ホール

中ホール 大ホール

会場

中ホール

12月休館日 6㊋、13㊋、20㊋、21㊌、27㊋、29㊍、30㊎、31㊏

12/3㊏

PTCA活動実践発表会・人権ふれ愛コンサート

大ホール

13:00～ 第１部　相生市PTCA活動実践発表会

相生市PTA連絡協議会　☎0791-23-7144

人権教育推進室　☎0791-23-7145
14:30～

第２部　人権ふれ愛コンサート

出演：渡辺　りえこ

12/4㊐ 宝くじ助成公演　ドラミングハイ！ 大ホール

開場 14:30

開演 15:00 ●販売場所：相生市文化会館

●チケットぴあ(Pコード：514-238)

令和４年度　相生市文化祭
生涯学習課　☎0791-23-7144

日にち イベント

大西　☎0791-49-2547

11/26㊏
楽市ハンズマーケット

市民ｷﾞｬﾚﾘｱ

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

10:00～16:00

(準備でき次第開始します！)

ハンドメイド品展示・販売

おもちゃの病院、各種体験コーナー(一部有料)、特産

品販売、相生ごちそう村、相生市立那波中学校吹奏

楽部による演奏などもりだくさん!!

9:00～17:00 ホワイエ

11/19㊏ 歴史講演会
開場13:30

14:00～16:00

11/2㊌

～11/3㊍
華道展

9:00～17:00

3㊍は16:00まで

11/3㊍

茶席(桜席・楓席) 9:30～16:00 11/20㊐

時　　間 日にち イベント 時　間

菊花展 11/12㊏ 相生市民囲碁大会
受付9:00～

9:30～16:00

合唱祭
開場13:00

13:30～16:00

一日演奏会
開場13:00

13:30～16:00

カントリーダンス

ｿｰｼｬﾙﾊﾟｰﾃｨ

開場13:00

13:30～16:00
11/27㊐相生民謡・民舞発表会

開場13:00

13:30～16:00

日にち イベント 時間 内容

11月休館日 1㊋、4㊎、8㊋、15㊋、16㊌、22㊋、24㊍、29㊋

ｴﾝﾄﾗﾝｽ

ﾎｰﾙ２F
9:00～22:00

スケッチ大会参加者全員の作品を展示します。

生涯学習課　☎0791-23-7144

11/5㊏

～11/10㊍
俳句祭作品展

9:00～17:00

10㊍は15:00まで

11/25㊎

～12/1㊍
花の写真展

9:00～17:00

1㊍は15:00まで

ハンドメイド作品や小物雑貨、食べ物などの店舗が出店

予定です。ワークショップもあります。

相生書人会作品展

11/13㊐

新舞踊発表会
開場13:00

13:30～15:30

10/30㊐ 相生吟剣詩舞道大会
開場13:00

13:30～16:00
社交ダンスパーティー

開場12:00

13:00～16:00

ハワイアン

フェスティバル

開場12:30

13:00～16:00

11/19㊏

～11/20㊐

文芸作品展

絵手紙展

9:00～17:00

20㊐は15:00まで

10/26㊌

～11/7㊊

11/6㊐

邦楽演奏会
開場13:00

13:30～16:00
11/26㊏

11/5㊏

相生市立歴史民俗資料館特別展記念講演会

「播磨の前方後円墳と倭王権」

13:30～15:30

(受付13:00～)
講師：岸本直文（大阪市立大学教授）

相生市立歴史民俗資料館　☎0791-23-2961

11/9㊌
相生市中学校連合音楽会

大ホール
市内中学校３年生各学級によるクラス合唱

11/23㊌
2022くらしの生活展

中ホールほか

南北駐車場
10:00～14:00

11/26㊏

～12/5㊊

子どもスケッチ大会作品展示

＊表彰式12/4㊐会議室1.2

　　　　　　　　　　　　　10:30より

11/20㊐ なぎさ ｄe マルシェ 南側駐車場 10:00～15:00

地域振興課　☎0791-23-7130

午後(調整中)
入場無料

入場無料

入場無料

入場無料：先着８０名

10/29㊏～12/18㊐ 相生市立図書館２F思索の広場において調査報告書刊行記念特別展「甲崎古墳と西播磨の前期古墳」を開催しています

入場無料

入場無料

入場無料

好評発売中！【全席指定】

◇チケット料金(宝くじ助成による特別料金)

▷一 般 1,000円 ▷高校生以下 500円

※３歳以上有料(３歳未満の着席鑑賞は有料)

託児あり(無料／要事前予約)


