
県民文化普及事業
ふれあい文化の祭典

　平成元年に始まったふれあいの祭典は、県内の文化振興と県民の感動と交流の輪を広げて参りました。
　平成20年度からは、こうした成果を地域に定着・発展させていくため、開催地域が中心となって音楽、舞踊、演劇、美術、
伝統芸能、文学等の多彩な文化活動の発表の場として、また、身近な場所で県民が芸術文化に親しみ、交流の輪を広げ、
地域文化の裾野を広げる場として、県内各地で開催しております。
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2 ひょうご合唱の祭典
やしろ国際学習塾 L.O.C.ホール

3 ひょうご演劇祭
県立芸術文化センター 小ホール

4 ひょうご邦楽の祭典
県立芸術文化センター 中ホール

6 ひょうご日本民謡フェスティバル
ピフレホール

7 アンサンブル・フェスティバル兵庫
県立芸術文化センター 小ホール

8 ひょうごブラスフェスティバル
県立芸術文化センター 大ホール

9 ひょうご民俗芸能祭
播磨町中央公民館 大ホール

10 ひょうご名流舞踊の会
神戸国際会館 こくさいホール

11 詩のフェスタひょうご
ラッセホール・サンフラワー
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21 和太鼓フェスティバル in 兵庫
やぶ市民交流広場（YBファブ）ホール

22 ひょうご俳句フェスティバル
兵庫県民会館 けんみんホール

兵庫ふれあい美術展
原田の森ギャラリー 大展示室

19 阪神北文化フェスタ
宝塚市立中央公民館

23 東播磨文化フェスティバル
①やしろ国際学習塾　②加古川総合文化センター

5 西播磨文化フェスティバル
①西播磨文化会館　②山崎文化会館

1 丹波地域文化フェスティバル
丹波の森公苑

18 兵庫県いけばな展（神戸展）
大丸ミュージアム神戸

ひ ょうご
イベント
開 催 地
マ ッ プ

兵庫県交響楽祭
田園交響ホール

13 ひょうご大茶会
兵庫県公館

14 ひょうご吟剣詩舞道祭
アクリエひめじ

15 ひょうご洋舞フェスティバル
県立芸術文化センター 大ホール

16 全国手工芸コンクール inひょうご
原田の森ギャラリー 大展示室

加西市文化会館 3F小ホール・２Fギャラリー
17 兵庫県いけばな展（地域展）

20 兵庫短歌祭
さよう文化情報センター
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新型コロナウイルスの影響による中止イベント
・兵庫県川柳祭 in 神戸
・音楽とダンスの祭典 2022 in Hyogo
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10 ひょうご名流舞踊の会
兵庫の各流派舞踊家が一堂に会し日本舞踊を通して華やかで粋な世界
をお届けします。

【開　催　日】 

【開 催 場 所】 
【入　場　料】 

【問い合わせ】 

10月2日（日） 10：3０～19：00
神戸国際会館こくさいホール
5,000円
078-362-7086 （平日）9：30～17：30
兵庫県舞踊文化協会

11 詩のフェスタひょうご
講演会を開催。新鮮な言葉の発露と熟成を体験してみませんか。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 

【問い合わせ】 

10月2日（日） 13：30～16：00
ラッセホール・サンフラワー  
無料（整理券不要）
078-881-3702
詩のフェスタひょうご実行委員会

兵庫県いけばな展（加西市会場）
加西市いけばな協会、北播磨地域の各市町いけばな協会の先生方と
兵庫県いけばな協会役員の先生方が出瓶します。

【開　催　日】 

【開 催 場 所】 

【入　場　料】 
【問い合わせ】 

11月12日（土）～13日（日）
10：00～16：00
加西市民会館
３階小ホール・２階ギャラリー
無料
0790-42-8773
加西市ふるさと創造部 文化・観光・スポーツ課

13 ひょうご大茶会
さわやかな秋の一日、優雅な雰囲気漂う県公館で雅致あふれる趣向の
茶会（抹茶、煎茶の3流派）をご堪能ください。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 

【問い合わせ】

10月16日（日） 10：00～15：30
兵庫県公館   
未定（有料茶券必要）
078-362-3171 ひょうご大茶会
実行委員会 （兵庫県芸術文化課内）

14 ひょうご吟剣詩舞道祭
各種大会の優秀吟者や剣詩舞の発表、兵庫県下の各流派代表
者による勇壮にして華麗な合吟コンクールが行われます。
【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 
【問い合わせ】 

10月30日（日） 10：00～17：00
アクリエひめじ
無料
078-361-3336（TEL・FAX）
兵庫県吟詠連盟
※事務所に常駐していないため、
　FAXで連絡してください。

 20兵庫短歌祭
短歌作品（一般・ジュニア）を広く募り、優秀な作品を顕彰し、互いの人生
の充実を図る。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 
【問い合わせ】 

11月19日（土） 13：00～16：00
さよう文化情報センター
無料
0790-85-0021
兵庫県歌人クラブ（安藤）
0790-82-3336
佐用町教育委員会生涯学習課

 22ひょうご俳句フェスティバル
俳句の作品（一般・ジュニア）を広く募り、優秀な作品を表彰し、俳句の
創作意欲を掻き立てます。

【開　催　日】 

【開 催 場 所】 
【入　場　料】 
【問い合わせ】 

11月23日（水・祝） 13：00～16：00
兵庫県民会館 けんみんホール
無料
078-583-9447 兵庫県俳句協会

16 全国手工芸コンクール inひょうご
心のぬくもりが伝わる手作り作品を募集する全国でも珍しい女性対象
のコンクールです。応募してみませんか。

【開　催　日】 

【開 催 場 所】 
【入　場　料】

【問い合わせ】

11月11日（金）～13日（日）
10：00～17：00（最終日は～15：00）
原田の森ギャラリー 大展示室
無料（出品料 2,000円／点）
078-321-2002
（公財）兵庫県芸術文化協会

 21和太鼓フェスティバル in兵庫
太鼓団体による魅力的な和太鼓の響きをお届けします。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】
【入　場　料】 

【問い合わせ】 

11月20日（日） 13：30～16：00
やぶ市民交流広場（YBファブ）ホール
無料（整理券必要）
079-662-0071
和太鼓フェスティバル in 兵庫
養父市実行委員会事務局
（やぶ市民交流広場内 まちづくり文化交流課）

18 兵庫県いけばな展（神戸展）
兵庫県いけばな協会加入24流派の家元、代表者、会員によるいけばな展。

【開　催　日】 

【開 催 場 所】 
【入　場　料】 
【問い合わせ】 

11月17日（木）～22日（火）
（前期）11月17日（木）～19日（土） 最終日は～17:30
（後期）11月20日（日）～22日（火） 最終日は～17:00
※入場は閉場の30分前まで
大丸ミュージアムKOBE（大丸神戸店）
一般・大学生700円 高校生以下無料
080-4564-1758（平日10:00～16:00） 兵庫県いけばな協会

12 兵庫県交響楽祭
県内で活躍するジュニアから一般のアマチュアオーケストラや弦楽アン
サンブルが一堂に会して演奏をお届けします。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 

【問い合わせ】 

10月2日（日） 13：30～16：30
丹波篠山市立田園交響ホール
無料（整理券必要）
※整理券は交響ホール事務所にてお配りいた
　します。また電話で申し込んでいただければ
　当日取り置きもいたします。
079-552-3600
兵庫県交響楽祭丹波篠山市実行委員会
（丹波篠山市立田園交響ホール内）

9 ひょうご民俗芸能祭 in 播磨町
各流派による県内に伝わる民俗芸能の舞台を披露します。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 

【問い合わせ】 

9月23日（金・祝） 13：00～16：00
播磨町中央公民館 大ホール
無料
079-435-0565
播磨町教育委員会生涯学習グループ

15 ひょうご洋舞フェスティバル
クラシックバレエ「オープニング作品」。創作作品「未来への旋律～
明治からの時代の流れ そして今～」を上演します。

【開　催　日】
【開 催 場 所】 

【入　場　料】 

【問い合わせ】 

11月5日（土） 18：00開演
県立芸術文化センター
KOBELCO大ホール
指定席 5,000円（前売4,500円）
自由席 4,500円（前売4,000円）
078-362-7086 兵庫県洋舞家協会
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4 ひょうご邦楽の祭典
日本伝統音楽の深みのある癒しの音色を今、届けたい。
伝統文化学び塾（箏コース）の成果発表もあります。

【開　催　日】 

【開 催 場 所】 
【入　場　料】
【問い合わせ】

8月28日（日） 12：30～16：00
県立芸術文化センター  阪急中ホール
無料（整理券必要）
078-231-1731
兵庫県箏絃連盟事務局

7 アンサンブル・フェスティバル兵庫 2022
音楽愛好家・グループによる素晴らしいアンサンブルを披露します。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】

【入　場　料】 
【問い合わせ】 

9月18日（日） 15：00～18：30
県立芸術文化センター
神戸女学院小ホール 
無料（整理券必要）
078-367-3560
アンサンブル・フェスティバル
兵庫2022実行委員会（アートフォレスト内）

2 ひょうご合唱の祭典
兵庫県内の合唱団体が一堂に集まり、素晴らしいハーモニーをお届け
します。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】
【入　場　料】 

【問い合わせ】 

８月21日（日） 13：30～16：00
やしろ国際学習塾  L.O.C.ホール
無料
078-360-0015 兵庫県合唱連盟

3 ひょうご演劇祭
今年の夏休みは劇場へ行こう！親子で楽しめるファミリー劇場。
「芝浜の皮財布」を上演します。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 

【入　場　料】 

【問い合わせ】 

８月27日（土） 16:00～17:40
県立芸術文化センター
神戸女学院小ホール
無料（整理券必要）
078-392-2421 劇団四紀会

2022年 ふれあい文化の祭典
イベント情報

※開催状況（開終演時間）等については、
　変更になる場合があります。
 （確認は各イベントの
　 問い合わせ先まで）

8 ひょうごブラスフェスティバル2022
県内各地の吹奏楽団による華やかなブラスの祭典。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 

【入　場　料】 

【問い合わせ】 

9月19日（月・祝） 12：00～17：30
県立芸術文化センター
ＫＯＢＥＬＣＯ大ホール
無料（整理券必要）
078-325-3006 兵庫県吹奏楽連盟

阪神北文化フェスタ
地域で受け継がれた文化活動への関心や理解を深めるため阪神北地域
の青少年などを対象とした舞台活動の発表や作品の展示をします。
【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 
【問い合わせ】 

11月13日（日）
宝塚市立中央公民館
無料
0797-83-3135
阪神北文化フェスタ実行委員会

東播磨文化フェスティバル① 第47回東はりまコーラス大会
東播磨、北播磨各地域で活動している音楽団体に対し、発表と交流の場を提供すると
ともに、地域住民に優れた芸術文化に触れる機会を提供し、芸術文化の振興を図る。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 
【問い合わせ】 

１１月２３日（水・祝） １３：３０～16:00
やしろ国際学習塾
無料
0795-43-0545 加東市文化連盟
（加東市教育委員会教育振興部生涯学習課）

丹波地域文化フェスティバル
親子で楽しく、様々なジャンルの伝統文化を体験できます。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 

【問い合わせ】 

８月５日（金） １２：００～１６：００
丹波の森公苑　
無料
0795-72-5170
丹波地域文化フェスティバル実行
委員会事務局（（公財）兵庫丹波の森協会 丹波の森公苑文化振興部内）
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東播磨文化フェスティバル② 第42回東播磨選抜美術展 23
東・北播磨各市町の地元を代表する作家の美術作品を一堂に展示し、
鑑賞することにより、美術への親近感を生み出し、創作意欲を喚起すると
ともに東・北播磨地域の美術振興を図る。

【開　催　日】 

【開 催 場 所】 
【入　場　料】 
【問い合わせ】 

２月１７日（金）～１９日（日）
10:00～17:00（最終日～15:00）
加古川総合文化センター
無料
079-427-9181
加古川市文化連盟
（加古川市役所市民協働部スポーツ・文化課）

西播磨文化フェスティバル① 西播磨ふるさと写真展
中・西播磨の自然・環境、文化・史跡、生活、祭りをテーマにした写真展です。
どなたでも出品していただけますので、ぜひ応募してください。

【開　催　日】

【開 催 場 所】 

【入　場　料】 

【問い合わせ】 

（表彰式）9月３日（土）
展示 9月3日～9日 9:00~17:00
西播磨文化会館
（巡回展 西播磨各地で開催）
無料
0791-75-3663 西播磨文化会館

5

西播磨で活動する合唱グループの発表会です。
西播磨の心を素敵なハーモニーでお届けします。

【開　催　日】
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 

【問い合わせ】 

12月４日（日）　13：00～16：00
山崎文化会館
無料
0791-75-3663 西播磨文化会館

西播磨文化フェスティバル② ふるさとの心をうたう西播磨音楽祭5

1
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 24第28回兵庫ふれあい美術展
兵庫県内から日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・鈴懸の径絵画を
公募する作品展。優秀な作品を表彰して、全ての作品を展示します。

【開　催　日】 

【開 催 場 所】 
【入　場　料】 

【出　品　料】 

【問い合わせ】 

12月23日(金)～25日(日)
10：00～17：00（最終日～15：00）
原田の森ギャラリー 大展示室
無料
2,500円（一般）／500円（大学院・
大学・高専・専修学校生）／無料（高校生）
078-321-2002　（公財）兵庫県芸術文化協会

6 ひょうご日本民謡フェスティバル
日本全国の伝統ある郷土民謡の唄声を披露します。

【開　催　日】 
【開 催 場 所】 
【入　場　料】 
【問い合わせ】

9月18日（日） 12：30～16：00
新長田ピフレホール
無料（整理券不要）
078-861-4583
日本民謡民舞兵庫県連合会


