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中辻悦子 「無題」 2008年制作



EXHIBITION WORKSHOP
マスキングテープで描く
秋のお庭の草花ブックカバー
日時：10.9（土） 13：30～15：00［予約受付中］
参加費：2,300円  定員：8名  会場：アトリエ

第63回宝塚市展

中辻悦子は、絵画や、版画、絵本、インスタレーションなどを表現媒体としているアーティストです。1960年代から作家活動を始め、第12
回現代版画コンクール大賞受賞、絵本「よるのようちえん」で第17回ブラティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ受賞、宝塚市制60周年
記念文化功労者表彰、兵庫県文化賞を受賞し、2001年より宝塚市大使を務めています。シンプルな輪郭で描き出された平面作品のほ
か、初期から今日までつくり続けている人形（ひとがた）の作品群、木の集合体のオブジェ、絵本「よるのようちえん」が動き出す映像作品、
絵本のための撮影メモなども出品します。

一般公募による作品の展覧会です。審査で選ばれた入賞・入選作品を観ることができます。
洋画、彫刻・立体造形、写真、デザイン、書、工芸、日本画、全部で7部門のいろんな作品が集まります。

宝塚市文化連盟に所属するアーティストによる作品展です。今回は第30回開催の記念として、宝塚市の姉妹都市・島根県松江市からの招待作品も展示します。

9.4（土）–10.11（月） マスキングテープをデザインナイフで切り貼りして、草花
のお絵描きをします。今回は宝塚文化芸術センター庭
園内のメインガーデンに咲く草花をモチーフに、文庫本
サイズのブックカバー作りです。

10：00～18：00（ただし入場は17：30まで） ※毎週水曜日休館
会場：2階メインギャラリー
観覧料：一般（高校生以上）800円、中学生以下無料 

中辻悦子展
―WHO IS THIS? あなたは、誰れ―
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ショップ
営業時間：10：00～18：00

フラワー都市交流in宝塚（共催事業）
日時：10.1（金）–17（日）
［物産展］9都市の特産品の販売。 会場：2階ショップ
［PRポスター展］ポスターと動画で9都市の魅力を伝えます。
会場：1階ホワイエ

税に関する作品の展示（共催事業）
日時：11.13（土）–23（火）
会場：1階ライブラリー

たからの市
日時：10.10（日） 11.14（日） 12.12（日）
各日 10：30～15：00 ※朝市のみ売り切れ次第終了
会場：おおやね広場、みんなの広場 ほか
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ダリアを「知る」「作る」「愛でる」をキーワードにペアで２
つのアレンジメントを作ります。ダリア農家さんからのお
話をうかがえる貴重な機会です。

英国ガーデンへの距離がグッと近くなるイベントを開催。初回は現地で撮影したスライ
ドを見ながら英国ガーデン巡りをします。植栽デザインのお話や関西でも育てやすい
オススメの植物を紹介。イギリスでガーデナーとして働いた経験があり、15年にわたり
関西と英国を行き来された田中美紀さんを講師に迎えます。ご希望の方には英国ラ
ンチボックスのご予約も可能です。

宝塚産の華やかなダリアと秋の草花を組み合わせ、
ナチュラルなバスケットに飾ります。初心者の方もお
気軽にご参加ください。

ガーデン・トーク・サロン vol.1
 【英国ガーデン編】
～日曜のガーデンで、ブリテッシュな時間を～
日時：10.24（日） 11：00～12：15
参加費：1,500円
※エルダーフラワーレモネードのワンドリンク付
定員：20名  会場：ガーデンハウス

宝塚産ダリアで花育～フラワーアレンジメント～
日時：10.9（土）
10：30～12：00／14：00～15：30
参加費：1,500円  定員：各回8組
対象：5歳～小学校低学年のお子さんと保護者のペア
会場：ガーデンハウス

ダリアと季節の草花を合わせるアレンジメント
日時：10.10（日）
10：30～12：30／14：00～16：00
参加費：2,500円  定員：各回12名
会場：ガーデンハウス

全て要予約｜受付開始 10.3（日）10：00～
※マスキングテープで描く秋のお庭の草花ブックカバーのみ受付中
お電話でのお申し込み：TEL 0797-62-6800
メールでのお申し込み：event@takarazuka-arts-center.jp
①ワークショップ名 ②希望日時 ③氏名 ④連絡先
⑤宝塚市立文化芸術センター個人情報の取り扱いに同意する。をご記入の上、
件名を「ワークショップ」としてお申し込みください。

［個人情報保護方針］

毎月第2日曜日のお楽しみ「西谷朝市」に加え、
雑貨やスイーツなどもりだくさんのマーケットを開
催します。お散歩がてらショッピングやワーク
ショップをお楽しみください。

「税を考える週間」（11/11～11/17）に合わせ、税
に関する作品（作文、書道など）を展示します。
主催：西宮・宝塚租税教育推進協議会
共催：宝塚市立文化芸術センター

ランチBOXなどのご予約は
melmi.yoyaku@gmail.com

北海道から鹿児島までの全国9都市が加盟する「フラワー都市交流連絡
協議会」によるイベントです。

宝塚市展が、今秋いよいよセンターで開催
されます。1955年の第1回にはじまり、95年
の阪神淡路大震災、昨年のコロナ禍と、2度
の中止を乗りこえ、市展は今回63回を迎え
ます。数多くの力作が並ぶ光景がとても楽し
みです。

昨年8月のグランドオープン以来、サブギャ
ラリーをはじめ、センター施設や庭園をたくさんの
市民の方々にご利用頂きました。アートに限らない
さまざまなご利用内容、アイディアに驚くこともしば
しばでした。なによりその活動の幅広さ、豊かさに
はいつも感銘を受けます。豊かな文化の土壌が確
かに感じられます。

多くの人々の思い出のつまった宝塚ファミリーラ
ンド跡地に建つこのアートセンターが、アート+α
の魅力をもつ、新たな憩
いの場、集いの場として
成長するのは、市民の
方々の活動があればこ
そだと思います。これか
らセンターで生まれる多
くの出会いを楽しみに
しています。

華麗なダリアに見惚れる週末ティ－タイム
日時：10.9（土） 10（日）
会場：キューブホール
キューブホールに週末限定のダリアルームが出
現。吹き抜け空間をいかしたダリアの装飾の前
で写真を撮ったり、休憩ができる空間を演出。ダ
リアをより深く知ることができる展示やダリア園
の紹介コーナーも。

※メインギャラリー閉鎖期間は13：00～17：00
※営業時間が変更になる場合があります。
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メルミルヒ
営業時間：10：00～18：00
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空間の温度・湿度を測定・
記録するデータロガーという機械です。材質
にもよりますが、おおむね相対湿度55％前
後が、物の保存に適した環境です。

これなぁに??

だぁ

第30回宝塚芸術展

市展・芸術展に関するお問い合わせ：（公財）宝塚市文化財団  TEL 0797-85-8844

サブギャラリー利用のようす

日時：10.30（土）–11.9（火） 10：00～18：00（最終日は15：00まで） ※11.3（水）は開館
会場：2階メインギャラリー、1階キューブホール・サブギャラリー

日時：11.20（土）–11.28（日） 10：00～17：00（最終日は15：00まで） ※11.24（水）は休館
会場：2階メインギャラリー

設備のご案内
小さなお子さま連れのお客様も安心してご利用ください。
●授乳室
●だれでもトイレ／車椅子対応、大人用ベッド、
　オストメイト、こどもトイレ、おむつ交換台など
●おむつ交換台／男女トイレどちらにも

展覧会のご案内 ワークショップのご案内

EVENT イベントのご案内

SHOP ショップのご案内

観覧料：無料  主催：宝塚市、（公財）宝塚市文化財団、宝塚市文化連盟（宝塚芸術展のみ）
共催：宝塚市立文化芸術センター

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※公式Webサイトより「個人情報保護方針」をご覧いただき同意の上、お申込みください。⑤について回答が無い場合は、同
意いただいたと判断します。※表示価格は全て税込みです。

ワークショップ 予約方法

基礎から学ぶ美しい歩き方
～ノルディックウォーキング はじめて講座～
日時：11.8（月） 10：15～12：15
参加費：2,500円（ランチボックス付き）
別途ポールレンタル500円
定員：20名  集合：アトリエ

次回展覧会（共催展）

ポールを使って歩き、芝生やガーデンを散策。姿勢改善や代謝アップなど、カラダが
良くなる方法を学びます。お野菜たっぷりランチボックス付き。



貸館のご案内RENTAL SPACE
宝塚市立文化芸術センター貸館の活用方法をご紹介 !
センターには、作品展示だけでなく、習い事やワークショップ、イベント開催や商品販売など、様々な
目的で利用できる貸しスペースがあります。そこでセンター貸館の活用方法をご紹介します。

パートナー制度のご案内PARTNER

●メルミルヒでお買い物をされた方にピクニックセットを貸し出します。
　（パートナー会員は貸し出し無料。会員以外の方は1,000円／1セット）
　※セット内容（椅子2脚、テーブル1台、バスケット1個）

●今、パートナーにご入会いただくと中辻悦子展（～10.11）、
  五十嵐健太飛び猫写真展（2022.2.11～3.27）に何度でも入場できます!
  ぜひパートナーにご入会ください!!（会費2,000円）
　※パートナー制度について、詳しくはセンター公式サイトをご覧ください。

2021年度 パートナー会員募集中!

センター
使こてや～！

〒665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町7-64  TEL 0797-62-6800
休館日：毎週水曜日・年末年始・その他臨時休館日あり
開館時間：10：00～18：00／庭園（メインガーデン）10：00～17：00

習い事やワークショップに
●アトリエ  ●ライブラリー  ●会議室 など
絵画、フラワーアレンジメント、ヨガ、気功、英会話など、様々な習い事、
ワークショップにご利用いただけます。
壁や扉で区切られていないので、ふらっと立ち寄ったお客様に
参加していただけることがあり、生徒さんが増えました。（アトリエ）
お庭の緑を眺めながら活動ができ、気持ちがリフレッシュします。（アトリエ・ライブラリー） 1階アトリエ 2,000円／2時間（宝塚市民料金）～

1階ホワイエ 2,000円／2時間～

マーケットイベント開催や商品販売に
●キューブホール  ●ホワイエ  ●おおやね広場  ●みんなの広場 など
マーケットイベントや出張店舗での商品販売などにご利用いただけます。
週末には、近隣からたくさんの方がいらっしゃったおかげで、
販売目標を上回ることができました。（ホワイエ・おおやね広場）
庭園とセンターを組み合わせて大きなイベントを開催でき、
たくさんのお客様に来ていただけました。（おおやね広場・みんなの広場）

感染症対策にも！屋外スペースの活用
●おおやね広場  ●みんなの広場  ●屋上庭園 など
密閉を避けられる屋外でのコンサート、発表会、
習い事などにご利用いただけます。
屋根のおかげで音の響きが良い、雨でも使える、
そして利用料が安い。（おおやね広場）
景色が抜群、とても気持ちの良い場所です。（屋上庭園）

様々な活動に使えるセンターの貸館、空き状況から活用方法のご相談まで、お気軽にお問合せ下さい。
●お問合せ先　TEL 0797-62-6800  info@takarazuka-arts-center.jp
●公式WEBサイト貸館情報ページ  https://takarazuka-arts-center.jp/information/rental/

おおやね広場 900円／2時間～ 屋上庭園（芝生部分） 1,900円／2時間～

庭園でピクニックしませんか？


