
松花堂庭園・美術館

●庭園事業（公益事業）

催 物 名 実施施設等 開催日時 入場料金等 入場者数 備 考

第 24回松花堂つばき展 庭園全体 24年 4月 6日（金） おとな 600円 協力

～ 8日（日） 学 生 500円 1,767人 やわた椿愛好会

午前 9時～午後 5時 高校生以下 300円 山口椿園

春期 4月～ 6月 春期 共催

松花堂日曜茶席 庭園茶室 秋期 9 月～ 11・3 月 茶席券 600円 435人 八幡市文化協会

「竹隠」 各日曜日 全２９回 （入園料別） 秋期

午前 10時～午後 3時 529人
日曜茶席茶道体験 午前 10時から 1時間 春期 5人
～気軽に薄茶を楽しみまし

ょう～ 秋期 3人
松花堂月釜会 庭園茶室他 24 年 4 月～ 25 年 3 月 茶席券 800円 主催

（日）午前 10 時～午 （入園料別） － 松花堂月釜会

後 3時
8,10,１月除く 全９回

毎月第2日曜日

松花堂こども書道教室 美術館別館 24年 4 月～ 25年 3 月 受講料 2,000円 参加 43人 共催

ギャラリー２ 全 22回 （月額） 八幡市文化協会

午後1時～午後2時30分
子どもわくわく教室 美術館別館 24 年 5 月 26 日（土） 参加費 参加 共催 八幡市教育

子ども華道・茶道 会議室 ～ 25年 2月 24日（日） 茶道 2,000 円（10 茶道 20人 委員会

各 10回 回分）華道 5,000 華道 20人 八幡市文化協会

午前 10時～ 12時 円（10回分）

第 34回松花堂納涼寄席 美術館別館 24年 8月 26日（日） 1,800円 154人 制作 米朝事務所

ギャラリー１ 午後 5時開演 ※落語勉強会

やわたこども書道教室 美術館別館 24年 10月 6日（土） 参加費 500円 指導 八幡市文化

ギャラリー２ ～ 25年 3月 16日（土） 参加 30人 協会

全 12 回 午前 10 時～

午前 11時 30分
第 30回松花堂忌茶会 茶室「松隠」 24年 10月 14日（日） 共催

「梅隠」・美 午前 8 時 40 分～午後 4 5,000円 158人 松花堂月釜会

術館別館 時

松花堂水石名品展 美術館別館 24 年 10 月 13 日（土） 観覧無料 1,140人 主催

ギャラリー１ ～ 21日(日) 14日除く （入園料別） 九十九会有志

午前9時～午後4時
第 14 回松花堂ふるさと散 松花堂庭園他 24年 12月 1日（土） 参加費 1,000円 企画・運営

策 午前 9時～午後 4時 37人 案内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱおみ

なえし

松花堂初釜会 茶室「松隠」 25年 1月 6日（日） 5,000円 78 人 共催

午前 10時～午後 3時 八幡市文化協会

花の祭典 in松花堂

松花堂新春洋蘭展 美術館別館 25 年 1 月 12 日（土） 無料 284 人

ギャラリー２ ～ 14日（月祝） （入園料別） 主催

午前 10時～午後 4時 八幡市文化協会

第 11回松花堂いけ花展 美術館 25年 2月 1日（金）

講習室 ～ 3日（日） 無料 450 人

午前 10時～午後 4時
2013フラワーデザイン展 美術館別館 25年 2月 9日（土） 無料 主催

～庭園を彩る風雅な癒しの ギャラリー１ 10日（日） （入園料別） 597 人 市内活動フラワー

空間～ 午前 9時～午後 4時 サークル



●庭園事業（公益事業）つづき

催 物 名 実施施設等 開催日時 入場料金等 入場者数 備 考

第 16回松花堂 美術館別館 25 年 1 月 20 日（日） 共催 八幡市教育

新春書初め席書大会 ギャラリー２ 午前 9 時 30 分～午後 3 無料 120人 委員会・八幡市

時 文化協会

第 16 回松花堂新春書初め 美術館ロビー 25 年 1 月 22 日（火） 無料

席書大会 第 32 回書初め 講習室 ～ 27日（日） 119人
展 合同作品展 午前 9時～午後 5時
第 4回松花堂新春能面展 美術館別館 25 年 1 月 25 日（金） 無料 共催 能面師中野

ギャラリー２ ～ 27日（日） （入園料別） 299人 芳春氏

午前 9 時～午後 4 時 30
分

松花堂学生茶会 美術館別館 25 年 2 月 24 日（日） 茶席券 300円 指導

（京都八幡高等学校） 午前 10時～午後 2時 （入園料別） 33人 八幡市文化協会

企画展 美術館別館 25年 3月 9日（土） 無料 陶芸作家

八幡市内在住美術工芸作家 ～ 24日（日） （入園料別） 1,700 人 鈴木富雄氏

展 午前 9時～午後 4時 ｶﾞﾗｽ工芸作家

全 14日間 伊藤泰三氏

仏教彫刻作家

村田岱観氏

松花堂ひなまつり寄席 美術館別館 25年 3月 3日（日） 一般 800円 173 人 出演 落語サーク

ギャラリー１ 午後 2時開演 ル渚の会

●庭園事業（収益事業）

催 物 名 実施施設等 開催日時 入場料金等 入場者数 備 考

吉兆特別企画

丹波ワイン 七夕の宴 吉兆松花堂店 24年 7月 7日（土） 12,000円 19人 主催 吉兆松花堂店

午後 6時～ （特別会席と丹波

ワイン付き）

プリマヴェーラ室内合奏団によ 24年 12月 15日（土） 10,000円 共催 プリマヴェー

るー聖夜の調べー 午後 5時 30分～ （特別会席付き） 35人 ラ室内合奏団

英勲 新酒会 25年 3月 16日（土） 12,000円 協力 齋藤酒造

午後 5時 30分～ （特別会席付き） 12人

京の七夕協賛事業 回廊、庭園茶 24 年 7 月 7 日（土） 茶席券 1,000円 130人 共催 吉兆松花堂

松花堂七夕まつり 室他 8日（日） （入園料込） 店 協力 立命館

（短冊飾り、手作り茶会等） 24 年 7 月 1 日（日） 全イベント参加者 大学茶道研究部

～ 16日（月・祝） 1,530人 助成 京の七夕実

行委員会

昭乗広場 DEフリマ 昭乗広場 24年 9月 23日（日） 参加費500円 雨天の為開催

午前10時～午後3時 中止

昭乗広場 DEフリマ 昭乗広場 24年 12月 8日（土） 参加費500円 30ブース

正午～午後4時



●美術館事業（公益事業）

催 物 名 実施施設等 開催日時 入場料金等 入場者数 備 考

開館 10周年記念事業 24 年 3 月 24 日（土） 大人 400円 協賛 医療法人社

金澤翔子展－無になること 美術館展示室 ～ 5月 6日（日） 学生 300円 3,711人 団医聖会

は天賦の才－ 午前 9時～午後 5時 高校生以下無料 協力 泰書會柳田

※年度継続事業 24年度 31日間 泰山氏

式典（内覧会）・金澤翔子 美術館展示室 24年 3月 23日（金） 75人
来館 他 午前 11時～

企画展 24 年 5 月 16 日（水） 大人 400 円 協力・講師

奈良絵本・絵巻のたのしみ 美術館展示室 ～ 7月 1日(日)41日間 学生 300円 1,822人 石川透氏

－おとぎ話のはじまり－ 午前 9時～午後 5時 高校生以下無料 慶應義塾大学文

講演会 24年 6月 10日（日） 聴講無料 学部教授

「奈良絵本･絵巻のたのし 美術館講習室 午後 1時 30分開演 91人 共催 慶應義塾

み」 大学絵入り本ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄ

学芸員による 美術館展示室 5月 1回 6月 2回 要観覧料 24人 当館学芸員

ギャラリートーク 毎土曜日午後 2時～

秋季館蔵品展 24 年 9 月 7 日（金） 大人 400 円

松花堂の茶の湯 美術館展示室 ～ 10月 14日（日） 学生 300円 930人
－八幡の茶室に遊ぶ－ 午前 9時～午後 5時 高校生以下無料

全 33日間

講演会・庭園茶室見学会 24年 9月 29日（土） 聴講料 800円 講師 中村昌生氏

「松花堂の茶室」 美術館講習室 午後 1時 30分～ （入園料・入館料 39人 京都工芸繊維大

松隠（閑雲軒）草庵松花堂 含む） 学名誉教授・当

館名誉館長

学芸員による 美術館展示室 9月 1回 10月 1回 要観覧料 27人 当館学芸員

ギャラリートーク 毎土曜日午後 2時～

開館 10周年記念特別展 24年 10月 20日（土） 大人 500 円 協力 東京国立博

松花堂の書の楽しみ 美術館展示室 ～ 12 月 9 日（日） 学生 400円 豪雨災害の為 物館他

－寛永の三筆とその時代－ 午前 9時～午後 5時 高校生以下無料 開催中止

開催中止

講演会 講師 増田孝氏

松花堂昭乗ってどんな人 美術館講習室 松花堂昭乗研究所事業で振替開催 愛知文教大学学

－手紙に見る人と書－ 長・教授

学芸員による 美術館展示室 当館学芸員

ギャラリートーク 開催中止

新春展 25年 1月 12日（土） 大人 400 円 豪雨災害の為

新収蔵品初公開「書の雅」 美術館展示室 ～ 3 月 3 日（日） 学生 300円 開催中止

展 午前 9時～午後 5時 高校生以下無料

松花堂昭乗研究所 美術館内 毎月 1回講習会開講 参加費 講師 当館学芸員

研究テーマ「松花堂昭乗 (年 2回講演会等開催) 6,000円 研究生 21人
の書状をよむ」

秋の特別講演会 24年 11月 11日（日） 聴講無料 講師 増田孝氏

松花堂昭乗ってどんな人 美術館講習室 午後 1時 30分～ 96人 愛知文教大学学

－手紙に見る人と書－ 長・教授

春の特別講演会・研究発表 美術館講習室 25年 3月 24日（日） 参加費 300円 63人 発表 研究生

会 研究発表 講師

松花堂と探幽－画家・松花 午後 1時 30分～ 門脇むつみ氏

堂の影響力－ 講演会 美術史家

午後 2時 40分～



●美術館事業（収益事業）

事 業 名 実施期間等 備 考

松花美術館 平成２４年４月１日（日）～平成２５年３月３１日（日）

ミュージアムショップの運営 午前１０時～午後５時

営業日数３０５日


