
主催事業実施状況 (平成２３年度)

八幡市文化センター

催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数 備 考

施設等

映画 平成２３年５月１日(日) 一 般 共催

「武士の家計簿」 大ホール ① 午後１時上映 前売 当日 ① ２８０人 京都映画センター

② 午後３時３０分上映 1000円 1300円 ② ９１人

シニア 障がい者

高校生以下

前売 当日

800円 1000円

（自由席）

ＮＨＫ－ＦＭ公開録音 平成２３年５月１９日(木) 往復はがきでの

「ベスト・オブ・ 大ホール 午後６時３０分開演 申し込み ８３１人 ＮＨＫ京都放送局

クラシック」

ピアノ 吉川隆弘

宝くじ文化公演 平成２３年７月１７日(日) 一 般 助成

京都市交響楽団特別演奏会 大ホール 午後３時開演 前売 当日 ７１８人 （財）自治総合

3000円 3500円 センター

指 揮 広上淳一

ソリスト 朴葵姫 学生席

管弦楽 京都市交響楽団 前売 当日

1500円 2000円

（指定席）

映画 平成２３年７月２３日(土) 一 般 共催

「英国王のスピーチ」 大ホール ① 午後１時上映 前売 当日 ① ２６９人 京都映画センター

② 午後３時２０分上映 1000円 1300円 ② １４６人

シニア 障がい者

高校生以下

前売 当日

800円 1000円

（自由席）

第１回スタインウェイ 平成２３年７月３１日(日) 事前申し込み

ピアノリレーコンサート 大ホール 午前１０時開演 先着５０組

演奏時間 １５０人

５分以内 ５００円

１０分以内１０００円

親子のための手作り楽器の 平成２３年８月２７日(土) 事前申し込み 共催

体験学習・音楽会 会議室３ 午後２時開始 ５０名募集 ５０人 民主音楽協会

参加料 ３００円



催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数 備 考

施設等

映画 平成２３年１０月１５日(土) 一 般 共催

「別れの曲」 大ホール ① 午後１時上映 前売 当日 ① １８４人 京都映画センター

② 午後３時上映 1000円 1300円 ② ８８人

シニア 障がい者

高校生以下

前売 当日

800円 1000円

（自由席）

第２６回国民文化祭 平成２３年１１月６日(日) 延 主催

京都２０１１ 大ホール 午後０時３０分開演 入場無料 １４００人 第２６回国民文化祭

おやじたちのコンサート 八幡市実行委員会

～あの日の夢が

新たな出会いと交流へ～

京フィルクリスマス 平成２３年１２月２５日(日) 大人 こども 京都文化年推進支援

コンサート２０１１ 大ホール 午前１１時開演 1500円 1000円 １０４３人 事業補助金

サンタウサギのおんがくかい （前売・当日共）

～おやこで楽しい思い出を～ （自由席）

出演 京都フィルハーモニー

室内合奏団

アウトリーチ事業 平成２３年１１月２８日（月）

京フィルおはようコンサート 八幡第三 ①午前１０時３０分 ６９人

幼稚園 ②午前１１時２０分 ６８人

（チェロ・ヴァイオリン・ヴィオラ） 南ヶ丘第２

保育園

展示事業 ミニ 平成２３年１２月２２日（木） 協力

京フィルおはようコンサート ギャラリー ～１２月２７日（火） 八幡第三幼稚園

園児による絵画展 午前９時から午後５時３０分 南ヶ丘第２保育園

映画 平成２４年１月２１日(土) 一 般 共催

「一枚のハガキ」 大ホール 午後２時上映 前売 当日 ４４５人 京都映画センター

1000円 1300円

シニア 障がい者

高校生以下

前売 当日

800円 1000円

（自由席）

第２回スタインウェイ 平成２４年１月２９日(日) 事前申し込み

ピアノリレーコンサート 大ホール 午前１０時開演 先着５０組

演奏時間 １３０人

５分以内 ５００円

１０分以内１０００円

MY NAME IS KAI Ⅱ2012 平成２４年２月１２日(日) 前売 当日 １１２４人 共催

MEETS 大ホール 午後５時開演 5800円 6800円 エムズ・プロデュース

甲斐よしひろ×押尾コータロー （指定席）



催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数 備 考

施設等

第２０回邦楽のつどい 平成２４年３月 ３日 (土) 共催

～旅～ 小ホール 午後１時開演 500円 ２８０人 八幡市文化協会

（前売・当日共）

（自由席） 主管

邦楽のつどい

実行委員会

第１８回 平成２４年３月 ４日 (日) 共催

やましろ合唱フェスティバル 大ホール 午前１０時開演 入場無料 １０００ 人 やましろ合唱フェス

ティバル実行委員会

第４１回京都写真芸術家協会展 平成２３年１０月８日(土) 延 共催

展示室 ～１０日(月・祝) 入場無料 ４５７人 京都写真芸術家協会

午前９時から午後５時

ミニ・ギャラリー事業 ミニ ４月～３月 延

ギャラリー 年間２６回開催 入場無料 ７４７８人

午前９時から午後５時３０分


