ENJOY HIMEJI LIFE!

さあ、生活を豊かに楽しもう

Studying Japanese culture/
Libraries and halls
● To learn Japanese culture

◇ Himeji Caspa Hall

Available for various purposes, including Japanese
traditional music concerts (331 seats).

Kominkan (community education centers),
Shimin Kaikan (citizens' hall) and Shimin (citizen)
centers oﬀer various Japanese culture classes
such as tea ceremony, ﬂower arranging, kimono
etiquette and calligraphy. Contact these centers
in your neighborhood for further information.

◇ Parnassus Hall

A facility for musical events, attached to Himeji
High School, with a main hall (811 seats) and
079-297-1141
two practice rooms.

Contact community halls, citizens' halls, or
citizen's centers for inquiries regarding their
activities.

●日本文化を学びたいときは

◇姫路キャスパホール

公民館、市民会館・市民センターで茶道、華道、
着物の着付け、書道など様々な講座を開いてい
ますので近くの施設に問い合わせてください。

◇パルナソスホール

For theatrical performances, lectures and music
079-284-2800
concerts (800 seats).

◇ Great Hall of Hananokita Citizens Plaza
For lectures and music concerts (500 seats).

<Hours>
Jonai Library:

079-289-0815

10:00-19:00 (9:30-19:00 during
July and August)
Branch libraries: 10:00-18:00
(Aboshi, Hanakita, Shikama, Toko, Shirahama,
Yasumuro, Aoyama, Hirohata, Tegara, Higashi,
Ieshima, Yumesaki, Kodera, Yasutomi)
<Holidays>
Mondays, or the next day if the Monday falls on
a national holiday; libraries are then closed on
the following Tuesday. Third Thursdays,
national holidays (open Saturday and Sunday;
Jonai library is also open May 3-5 and
November 3.) December 28-January 4, and the
maintenance period in spring (around 10 days)

◇ Ongaku Engeki Renshujo
(music/drama practice hall)

This facility provides a practice space for
musical/theatrical performance groups (ﬁve
rooms of diﬀerent sizes available).

079-289-2564

◇ Citizens Plaza

・Citizens' Gallery
Available for exhibitions of paintings, crafts
and calligraphies.
Five exhibition rooms, Art Hall (120 seats)
・Citizens' Arena
Available for various purposes, such as sport,
events, exhibitions, etc. Arenas A and B.

079-289-4884

● Halls

The following halls organize various events and
concerts. Contact the respective facility for
further information.

079-287-0830

◇ I-Messe Hall

◇ Bunka Center

Available for various purposes such as
lectures, symposiums, presentations and
exhibitions. The stage and audience seats are
079-287-0800
removable. 280 seats.

Large hall (1,657 seats), small hall (493 seats),
exhibition room, rehearsal room, meeting rooms.

079-298-8011
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邦楽にも対応できる多目的ホール。331席。
079-284-5806
姫路高等学校に併設した音楽専用ホール。主ホ
ール（811席）と2つの練習室があります。
079-297-1141

公民館・市民会館・市民センターについての問
い合わせは各施設へ

◇ Great Hall of Citizens Hall

● Libraries

Jonai Library

079-284-5806

日本文化を学びたい／
図書館・ホールへ行く

◇市民会館大ホール

●図書館
〈開館時間〉
城内図書館 午前10時〜午後7時（7〜8月は
午前9時30分〜午後7時）
各分館
午前10時〜午後6時
（網干、花北、飾磨、東光、白浜、安室、
青山、
広畑、
手柄、
東、
家島、夢前、
香寺、
安富）
〈休館日〉
月曜日、但し祝日又は休日と重なった場合はそ
の翌日、第3木曜日、祝日（土曜・日曜は開館。
城内図書館は5月3〜5日・11月3日も開館）、
12月28日〜1月4日、春期資料手入れ期間
（約10日間）
城内図書館
079-289-4884

●ホール
ホールではさまざまな催しやコンサートなどが
行われます。催しの内容などは各ホールに問い
合わせてください。

演劇・講演会・音楽などに利用。800席。
079-284-2800

◇花の北市民広場大ホール
講演会・音楽などに利用。500席。
079-289-0815

◇音楽演劇練習場
地域の音楽、演劇団体などに練習の場所を提供
しています。大小5つの練習室があります。
079-289-2564

◇市民プラザ
・市民ギャラリー
絵画、工芸、書道などの作品発表の場に利用。
展示室5室・アートホール（120席）
・市民アリーナ
スポーツ・展示・イベント等多目的に使えま
す。アリーナA・アリーナＢ
079-287-0830

◇あいめっせホール
講演会・シンポジウム・発表会・展示等、多目
的に利用。舞台・観覧席は収納可能。280席。
079-287-0800

◇文化センター
大ホール（1，
657席）、小ホール（493席）、
展示室、リハーサル室、会議室があります。
079-298-8011
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