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発刊●川西市低炭素型複合施設PFI株式会社

アイコンについて

力作揃いのアートイベント「川西市展」が開催！
キセラ川西プラザの２階がアートギャラリーに

＝開催日時 　　＝入場料・料金 　　 ＝定員　　  ＝講師・出演 　      ＝問い合わせ先

本紙で紹介しているキセラホールのコンサートはホール窓口にてチケット取り扱い中。9：00～17：30（現金のみ）チケット販売時間

　今回で28回目を迎えるアートイベント「川西市展」は、洋
画、日本画、書、彫刻・立体造形、工芸、写真、現代美術の全７
部門から作品を一般公募。それぞれの部門で入選された作
品をキセラ川西プラザ2階各所で一般公開いたします。なお
「川西市展」開催に伴い、2/12（水）までの期間は福祉棟2階
のライブラリーコーナー、フリースペースはご利用いただけま
せん。皆さまのご理解・ご協力をお願いたします。

2/4（火）～2/８（土）10：00～17：00
（最終日は15：00まで）
鑑賞無料
文化･観光･スポーツ課 072-740-1106

チケット好評発売中

3/31(火)19：00開演（18：30開場）
全席指定 一般2,000円、割引（小・中・高生、65歳以
上、障がいのある人）1,500円  ※未就学児入場不可
（前売券完売の場合当日券の販売なし）
キセラホール 072-744-1515（9：00～17：30）
ローソンチケット 0570-084-005(Lコード51442)

藤原功次郎
トロンボーンリサイタル

主催＝川西市キセラホール指定管理者
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世界的トロンボーン奏者による
凱旋公演がキセラホールで開催！

3/28（土）
開催

館内を探検しながらストレッチ…
避難訓練×ダンスの新感覚体験!?

川西市出身の世界的なトロンボー
ン奏者・藤原功次郎氏と絶妙なコ
ンビネーションで数 の々賞を受賞し
てきたピアノ奏者・原田恭子氏が共
演。藤原氏が作詞・作曲・編曲した
「川西の歌」を歌う合唱団も登場！

キセラ川西プラザの非常階段を登りな
がら足で遊んだり、普段入ることのでき
ない場所で深呼吸したりと、避難訓練の
ような「探検ストレッチ！」を体験。ゴール
地点では防災グッズと「探検ストレッチ！」
を合わせた記念ダンスが待っている。

3/28（土） ①10：30～11：30 ②13：30～15：00
300円（防災グッズは講座終了後プレゼント！）
エメ スズキさん（からだのアトリエ バオバヴ）
キセラホール 072-757-1920 ※電話予約可

2/8（土）9：00～受付開始

対象＝①3歳以上の未
就学児＋保護者
②小学生
定員＝①15組、②20人
（ともに先着順）
持ち物＝飲み物、タオル
服装＝動きやすい服装
（運動靴着用）

【文化棟2F】多目的スタジオほか

【文化棟】キセラホール
 キセラをおどっちゃお！
プラザを探検！ ストレッチ編

キセラときめきワークショップシリーズ　Vol.２

主催＝川西市キセラホール
        指定管理者

ワークショップDATA

3/31（火）
開催

【文化棟・福祉棟２F】
大会議室・多目的スタジオほか

第28回
川西市展

2/4（火）～

2/8（土）
開催

＜昨年度＞第27回特別賞作品

青木賞「冬の里山」松榮陽子さん

昨年度の洋画部門会場の様子

ダンス講師を務める
エメ スズキさん

昨年度表彰式の様子

平通賞 「切り株（いのちつぐ）」
渡辺良子さん

川西市美術協会賞 「若かりし頃」小河原國弘さん

※今回は展示されません

～川西の歌～

会場MAP
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市民温水プール

55歳くらい～70歳くらい
2/13（木）10：30～11：00に市民温水

プールにて整理券を配布。11:00～抽選、受付を
実施します。※定員に満たない場合は2/29（土）
まで先着順で受付。定員になり次第締め切り

Kisela Station

キセラ川西プラザキセラ川西プラザ トピックストピックス

川西市キセラホール＋キセラ川西エリアの情報紙

「キセラ川西プラザ」は川西市が再開
発を推進するエリア「キセラ川西」に
完成した低炭素型複合施設。すでに
市民の皆様に愛されている「キセラ川
西せせらぎ公園」に隣接し、周辺には
さまざまな施設が誕生しています。

キセラ川西プラザ事務室（川西市キセラホール）

9：00～22：00（受付申込業務は17：30まで）
年末年始（12/29～1/3）※その他臨時休業あり 
能勢電鉄・絹延橋駅から西へ徒歩約５分
または阪急電鉄･川西能勢口駅から北へ徒歩約15分
338台（1時間無料以降50円/30分）
※施設利用者は3時間無料、1日最大200円
http://kisela-kp.jp

開館時間
休 館 日
アクセス

駐 車 場

公式HP

〒666-0017 兵庫県川西市火打1丁目12番16号 
TEL.072-757-1920  FAX.072-757-1925
Eメール. infokisela1@kisela-kp.jp 

2月の

※駐車場には限りがあります。できるだけ公共交通機関をご利用ください。※情報は2020年1月28日現在のものです。変更となる場合もありますのでご了承ください

3/5（木）～
開催

シルバー世代で普段あまり運動され
ていない方を対象に、水中ウォーキン
グをしたり、ストレッチや簡単な筋肉ト
レーニングなどを行う体験会。３回連
続の体験会で、日により運動内容は
異なります（内容は要問合せ）。

10:00よりキセラ川西せせらぎ公園でイベ
ントがスタート。防災クッキングの実演や
HUG（避難所運営ゲーム）体験などを実
施。午後からはキセラ川西プラザで「災
害時外国人支援イベント」を開催。参加
者は講師の話に聞き入っていました。

【川西市市民温水プール】

いきいきシニア
体験会（全3回）

催しものレポート【1/26（日）開催】

キセラ川西で防災を体験
キセラ川西で学び考える自主防災

マンホールトイレの展示も

2/9（日）15：00開演(14：30開場)
全席指定 一般3,500円、 割引
（小･中･高生､障がいのある人）
2,300円 ※キセラホールで割引
券の取り扱いはありません。前売
券完売の場合、当日券の販売なし
指揮：岩村 力、シモン：片桐直
樹、ハンナ：坂口裕子、ルーカス：
中川正崇、管弦楽：関西フィル
ハーモニー管弦楽団、合唱：川西
市民合唱団
みつなかホール 072-740-1117

県民芸術劇場 市民合唱とオーケストラ
ハイドン：オラトリオ「四季」

【文化棟】キセラホール

川西市民合唱団がプロのオーケストラ、ソリスト
と共演しハイドンのオラトリオ「四季」に挑戦す
る。 田園風景が春夏秋冬と展開し、その自然への
感謝、喜びや賛美を高らかに歌い上げる。

チケット好評発売中

ヴォーン・ウィリアムズの交響曲を全曲演奏すること
を目標に発足したオーケストラによる演奏会。左手
演奏の普及や指導を行う有馬圭亮氏を招くほか、
ギボンズにまつわる小曲などをお届けする。

チケット好評発売中

主催＝（公財）兵庫県芸術文化協会
　　   （公財）川西市文化･スポーツ振興財団

2/9（日）
15：00開演 日本語字幕付

3 / 1（日）
開催
事前申込

跳び箱やマット、平均台などの器具
を使ってからだを動かし、運動しな
がら親子でスキンシップをはかる体
操教室。右記の対象・申込方法を確
認してお申込みを。受講者名、性別、
生年月日は親子ともに記入が必要。

【川西市総合体育館】

3/1（日）10：00～11：30　定員30組
1組650円（消費税、保険料込）
川西市総合体育館 072-759-9712

親子の
ふれあい体操

2/23（日）14：00開演(13：15開場)、
13:30よりロビーコンサートを開催
全席自由 一般1,000円
※未就学児の入場不可
左手ピアノ：有馬圭亮、指揮：松永健司郎、
演奏：Osaka Pastoral Symphony Orchestra
opas.orch@gmail.com

交響曲第4番 ヘ短調／ヴォーン・ウィリアムズ
左手のためのピアノコンチェルタンテ／バックス
銀色の白鳥（管楽合奏版）／ギボンズ　ほか

2010年、大学在学中に局
所性のジストニアを発症
し、左手のピアノ曲の演
奏を始める。以降左手の
ピアニストとして活動。

Osaka Pastoral Symphony Orchestra
第3回 演奏会

【文化棟】キセラホール

主催＝オオサカ パストラル シンフォニー オーケストラ

2/23（日）
14：00開演

判断力が試されるHUG

プラザでは消防車の展示も
支援イベント後半は３つの班に分かれて外国人
向けの防災ポスターを作成し、発表した

昨年3月のヴェルディ「アイーダ」の様子

左手ピアノ
有馬  圭亮氏

対   象

申込方法

3/1時点で満2歳～4歳の幼児とその
保護者  ※親以外の保護者は20歳以上

往復ハガキに教室名「親子ふれあい
体操」、受講者名、ふりがな、性別、生年月日、年
齢、住所、電話番号を記入し、〒666-0017兵庫
県川西市火打1-1-4  川西市総合体育館へ。
2/10（月）必着。定員超過の場合は抽選

3/5（木）13：00～15：00、
3/12（木）14：00～15：00、
3/19（木）13：30～14：30    定員20名
参加無料。
ただしスポーツ傷害保険料45円が必要
川西市市民温水プール  072-755-0257
対   象
申込方法

プログラム

オオサカ 　　パストラル　　　 　シンフォニー 　　　　オーケストラ

主催＝（公財）川西市文化・スポーツ振興財団

主催＝（公財）川西市文化・スポーツ振興財団

事前申込


