
磁石であそぼう くっついたりはなれたり、磁石はふしぎな性質を持っ
ています。展示物で遊びながら磁石のひみつを探って
みよう。 2022/7/23 2022/11/13

西脇市中学生理
科の自由研究作
品展

市内中学校から選ばれた理科の自由研究作品を展示し
ます。

2022/11/26 2023/1/29

企画展 内容は検討中です

2023/3/18 2023/6/11

北播磨地区 むかしの道具展 過去に使われてた道具（民具）を展示し、先人の知恵
を学びます。

2022/12/22 2023/2/23

第25回企画展
「にしわき横尾
忠則コレクショ
ン」展

岡之山美術館の横尾忠則コレクションの中から、当館
職員が選んだイチオシの横尾忠則作品を、それぞれの
思いとともに、一堂に展示します。 2022/8/7 2022/10/30

「第12回全国
公募 西脇市サ
ムホール大賞
展」

横尾忠則、難波英夫、山崎均の３名の審査員によって
選ばれた入賞、入選、計211点のキラリと光るサム
ホール（22.7×15.8cm）作品を展示します。 2022/11/13 2022/12/10

第26回企画展
「かたちの極
楽」展

日常の身近なモティーフや材料から、今までにないも
のやかたちを表現し、時代を超えてつくることの喜び
を再発見する展覧会。 2022/12/25 2023/3/26

「第11回全国
公募 西脇市サ
ムホール大賞展
受賞・佳作作家
展」

第11回サムホール大賞展の受賞・佳作作家による展覧
会を10回に分けて開催。自由な発想と優れた表現力の
作品を制作し、高い評価を得た方々の日常の作品を展
示します。（アトリエ展）

2022/5/1 2023/1/22

第１回～12回
歴代サムホール
大賞展受賞作品
展（仮題）

第１回～第12回までの歴代サムホール大賞展受賞作品
を一堂に展示。（アトリエ展）

2023/1/24 2023/3/26

北播磨地区 大工道具の歴史
第５章～鏝～

日本の建築を支えてきた大工道具の歴史を毎年１品目
ずつとそれに深く関わる道具類をご紹介しています。
第５章となる今年のテーマは「鏝（こて）」です。和
建築を滑らかに繊細に仕上げる鏝の歴史を紐解いてい
きます。

2022/10/25 2022/12/4

おもちゃ展 昭和を中心とした懐かしいおもちゃを展示しておりま
す。その他、明治の歌川派浮世絵師であり昭和初期の
郷土玩具界の席巻した川崎巨泉の玩具絵や 大正時代の
迷子札なども。

2022/1/15 2022/12/11

楽譜表紙展 大正～昭和にかけての楽譜を展示しています。美し
く・かわいらしく・デザイン性高く描かれた日本の楽
譜の表紙の世界をお楽しみ下さい 2023/1/14 2023/12/17

堀光美術館開館
40周年企画
郷土の書家 上
田桑鳩展

郷土の書家、上田桑鳩氏の孫にあたる啓之氏から寄贈
された作品および愛用品を展示する。晩年過ごされた
自宅に残された貴重な作品を前期と後期で一部作品を
入れ替えて展示。

2022/10/1 2022/11/27

企画展 第47
回グループしぶ
がき展

グループしぶがきの作家の作品を展示する。絵画・
書・写真・工芸など広い分野の作品を展示。

2022/12/9 2022/12/25

10月 11月 2月 3月

10月 11月 2月 3月

10月 11月 2月 3月

10月 11月 2月 3月

10月 11月 2月 3月

11月 12月 1月 2月 3月10月

兵庫県博物館協会 2022年度 展覧会スケジュール     （2022.9.22時点）

三木市立金物資料館

コヤノ美術館 西脇館

三木市立堀光美術館
北播磨地区

開幕日

北播磨地区

北播磨地区

閉幕日

北播磨地区

西脇市郷土資料館

西脇市岡之山美術館

にしわき経緯度地球科学館「テラ・ドーム」
地区 展覧会名 内容

12月 1月

12月 1月

12月 1月

12月 1月

12月 1月



企画展 木版と
洋画を楽しむ二
人展

木版の森口朝光と洋画の片山康絵の二人展。木版では
旅先で感動した風景を主に展示する。洋画では油絵一
筋の作家の思いから更に追求し、進化し続ける作品を
展示。

2023/1/7 2023/1/29

企画展 いその
ゆか展  ―
優 心 ―

黒板に色鮮やかなチョークで描くチョークアート。目
を奪われるような美しいコントラスト、グラデーショ
ン、インパクト、そして温もりのある優しい質感。
チョークアートの魅力を最大限に引き出した作品を展
示。

2023/2/4 2023/2/26

企画展 THE
CATS 山田貴
裕展

動物をテーマに主に猫の白黒ペン画を描く。対象の温
かみ、生き生きとした様子を表現する。紙にペン、
ウッドパネルにマジックで描いた大小約50点の作品を
展示。

2023/3/4 2023/3/26

地域の史料たち
６ 吉川の歴史
展（仮称）

市史編さん室との共催で、市内の吉川町でこれまで行
われた遺跡の発掘調査や文献資料調査の成果を、出土
遺物や古文書資料、写真パネル等で展示し、吉川町の
歴史を紹介。

2022/10/22 2022/12/18

三木市内 小・
中・特別支援学
校の校舎の記憶
（仮称）

明治時代以降に開校された市内の小・中・特別支援学
校の変遷を、近年の統廃合で廃校になった学校も含め
て、校舎を中心に写真や関係資料を通して紹介。 2023/1/21 2023/3/26

特別展「小野市
仏堂悉皆調査速
報展」

令和３年度に実施した小野市仏堂悉皆調査により、新
しく発見された江戸時代の銘文のある資料を紹介しま
す。 2022/10/1 2022/12/4

企画展「ザ・昭
和のくらし２
レトログッズ大
集合」

館蔵資料の中から、昭和時代の住まいに関する道具や
文化を振り返ります。

2022/12/17 2023/5/28

企画展「第12
回ビッグひなま
つり」

館蔵のひな人形を一堂に展示し、日本の伝統行事であ
るひな祭りや日本の伝統文化に触れていただく機会と
します。 2023/1/28 2023/4/2

ダリア展 豪華な大輪種や愛らしい小輪種、様々な花色や形など
非常に多くの品種のダリアをご覧いただけます。今年
は期間を通して100品種、3000株のダリアを展示予定
です。

2022/10/1 2022/11/6

ストレプトカー
パス展

イワタバコ科ストレプトカルプス属に分類される草本
で、ピンクやブルー系の気品のある花を咲かせます。
フラワーセンターで交配したオリジナルの品種や原種
などを展示します。

2022/10/8 2022/11/23

第45回兵庫県
連合菊花展覧会

県内の菊愛好家の自信作を集めた大菊花展です。花の
高さが１ｍ以上の大菊や頭でっかちの福助人形を連想
させる福助、松盆栽を思わせる盆栽菊など秋を彩る菊
の多彩な表情をお楽しみいただけます。

2022/10/16 2022/11/20

スミシアンサと
冬の鉢花展

クリスマスシーズンを代表する鉢花のポインセチア、
クリスマスベルのような花をたくさんつけるスミシア
ンサ、シクラメンなどを多数展示します。 2022/11/26 2022/12/25

花と光のクリス
マス

入口正面にある中央花壇や大温室の洋らん、球根ベゴ
ニアをはじめ、熱帯植物や食虫植物などをロマンチッ
クにライトアップします。昼間とは違った植物の姿や
幻想的な世界をお楽しみください。（期間中の土日の
み開催）

2022/12/3 2022/12/24

2022フラワー
センター写生画
コンクール入賞
作品展

兵庫県内の保育園児、小学生、中学生を対象に募集し
ました「身の回りに咲く花や風景」 を描いた写生画の
入賞作品を展示します。子どもの素晴らしい感性をお
楽しみください。

2022/12/9 2023/1/10

根茎ベゴニア展 家庭でも栽培可能な根茎性ベゴニアを主に展示しま
す。花も葉も美しいベゴニアの魅力をお楽しみくださ
い。 2023/1/2 2023/4/5

チューリップま
つり2023

フラワーセンターといえば「チューリップ」。3月後
半から温室内のチューリップが見ごろを迎えます。

2023/3/23 2023/4/23

10月 11月 2月 3月

10月 11月 2月 3月

10月 11月 2月 3月

北播磨地区

三木市立みき歴史資料

兵庫県立フラワーセンター

小野市立好古館
北播磨地区

北播磨地区

12月 1月

12月 1月

12月 1月


