
　

　

八幡市文化センター ＜公益事業＞

第4回市民ロビー 市民ロビー 平成31年4月11日（木） 入場無料 67人

ミニコンサート 12時30分開演

出演　蔵下組（ゴスペル）

映画「体操しようよ」 大ホール 令和元年5月11日(土) 前売   900円 ① 47人 共催

①10時30分 当日 1,100円 ② 55人 京都映画センター

出演　草刈正雄 木村文乃 他 ②13時30分  （自由席） 計102人

第5回市民ロビー 市民ロビー 令和元年5月20日（月） 入場無料 85人

ミニコンサート 12時開演

出演　ドルチェ・ハンドベルリンガーズ

映画 大ホール 令和元年6月15日(土) 前売   900円 ① 90人 共催

｢こんな夜更けにバナナかよ｣ ①10時30分 当日 1,100円 ② 64人 京都映画センター

出演　大泉　洋　他 ②13時30分  （自由席） 計154人

第6回市民ロビー 市民ロビー 令和元年6月17日（月） 入場無料 102人

ミニコンサート 12時開演

出演　八幡篠笛会・八幡和太鼓

ワンデイカルチャー 講習室１ 令和元年6月20日（木） 受講料　1,000円 14人

筆ペンで書く暑中お見舞い編 10時30分開始 （筆ペン代込）

講師　書家　中村静香氏

北海道歌旅座 小ホール 令和元年6月25日(火) 一般前売2,000円 234人 共催

昭和のうたコンサート 18時30分開演 　　当日2,500円 北海道歌旅座

寿券前売1,200円

　　当日1,500円

出演　Vo　JUNCO （自由席）

　　  Vn. 高杉奈梨子　他 ※1ﾄﾞﾘﾝｸ付

映画｢万引き家族｣ 大ホール 令和元年7月15日(月祝) 前売   900円 ① 346人 共催

①10時30分 当日 1,100円 ② 243人 京都映画センター

出演　リリーフランキー 他 ②13時30分  （自由席） 計589人

第7回市民ロビー 市民ロビー 令和元年7月18日（木） 入場無料 54人

ミニコンサート 12時開演

出演　ロコモコ(ウクレレ･スチールギター他)

夏休みやわた人形劇場 さくらであい館 令和元年7月27日(土) 一般   500円 115人 共催

in　さくらであい館 　 11時開演 こども 400円 淀川河川

人形劇「ねずみのすもう」 ※前売・当日共 公園管理センター

　　　「いっしょだね」 ※3歳以下無料

タオル人形づくり体験 （自由席）

出演・講師 　

やわた人形劇連絡会

　

主催事業等実施状況

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



第8回市民ロビー 市民ロビー 令和元年8月29日（木） 入場無料 54人

ミニコンサート 12時30分開演

出演　琴伝流大正琴　楽遊

映画｢モリのいる場所｣ 大ホール 令和元年9月7日(土) 前売   900円 ① 245人 共催

①10時30分 当日 1,100円 ② 194人 京都映画センター

出演　樹木希林　山崎努 他 ②13時30分  （自由席） 計439人

村西俊之・林徹也＆ 大ホール 令和元年9月14日(土) 前売    2,300円 427人 共催

プリマヴェーラ室内合奏団 15時開演 当日　　2,500円 プリマヴェーラ室内合奏団

特別演奏会  （自由席）

第9回市民ロビー 市民ロビー 令和元年9月19日（木） 入場無料 73人

ミニコンサート 12時開演

出演　八幡ウクレレクラブ

第49回京都写真芸術家協会展 展示室 令和元年10月18日(金) 入場無料 　　　　260人 共催

　　      ～20日(日) 京都写真芸術家協会

10時～17時

京都写真芸術家協会会員による 令和元年10月20日(日) 無料 　　　

　ギャラリートーク 13時30分～

宝くじ文化公演 大ホール 令和元年11月9日（土） 前売    2,000円　　　1,108人 共催

上妻宏光STANDARD SONGS　　 16時開演 当日　　2,500円 八幡市

feat.佐藤竹善2019  （指定席） (一財)自治総合センター

ＮＨＫ公開番組収録 大ホール 令和元年11月14日(木) 観覧公募 応募9022枚 共催

新・ＢＳ日本のうた 18時40分開演 往復ハガキで申込 当選 527枚 八幡市

 （指定席） 1,000人 ＮＨＫ京都放送局

出演　小林幸子　瀬川瑛子

　　　大川栄策　三山ひろし

　　　キム・ヨンジャ　他 　 　

京ﾌｨﾙｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ2019 大ホール 令和元年12月21日(土) 大人　 1,500円　　　　841人 助成

サンタウサギのおんがくかい 11時開演 こども 　800円

演奏　京都フィルハーモニー 親子ペア券

                室内合奏団 　 　　2,000円

うた　よものりこ ※前売・当日共

終演後　弦楽器体験 （自由席）

＜アウトリーチ事業＞ ①わかたけ保育園 令和元年10月31日（木） 無料 ①148人

京フィルおはようコンサート ①10時30分～10時50分

うた、ヴァイオリン、ピアノ ②八幡幼稚園 ②11時20分～11時40分 ②38人

＜展示事業＞ ミニ 令和元年12月12日（木） 入場無料

京フィルおはようコンサート ギャラリー 　　 　　　～23日(月)

園児による絵画展 9時～17時30分

映画｢ぼけますから、 大ホール 令和2年1月26日(日) 前売   900円 ① 275人 共催

　　　よろしくお願いします｣ ①10時30分 当日 1,100円 ② 239人 京都映画センター

②13時30分  （自由席） 計514人

京都府地域における
舞台芸術振興･次世代
体験推進事業

備考催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等



第28回邦楽のつどい 小ホール 令和2年2月23日(日・祝) 500円 258人 主管

～令和 Reiwa ～ 13時開演 ※前売・当日共 邦楽のつどい

　 （自由席） 実行委員会

関連事業 4階ロビー 観覧無料 協力

短歌作品展 八幡市文化協会

京阪沿線で活躍する 小ホール 令和2年3月1日(日) 前売 1,000円 －

新進のクラシック音楽家による 14時開演 当日 1,200円

｢京阪エクセレントコンサートinYAWATA｣  （自由席）

出演者公募選考

開催中止

ミニ･ギャラリー事業 ミニ 令和元年4月～令和2年3月 入場無料

年間25回開催 ギャラリー 9時～17時30分

＜受託事業＞

Ｃhazz in YAWATA 小ホール 令和元年10月26日（土） 入場無料 延べ 主催

お茶とジャズの出逢うまち 　 11時～19時 700人 Ｃhazz in YAWATA

実行委員会

併設 １階ロビー 令和元年10月26日（土） 一服　300円 　

お茶のおもてなしコーナー 10時～16時

＜共催･協力事業＞

子ども体験教室 練習室他 令和元年5月～12月 参加費 日本舞踊　15人 主催

日本舞踊、民踊・舞踊、 ※月2回 1,000円 民踊・舞踊15人 八幡市文化協会

三曲、三味線 三曲　15人

三味線 10人

第21回佐藤康光杯争奪将棋大会 小ホール 令和元年6月16日(日) 参加費 － 主催

9時30分開始 一般 2,000円 佐藤康光杯

中学生以下 争奪将棋大会

1,000円 実行委員会

初めての水彩画教室 講習室 令和元年10月～3月 参加費 － 主催

6回　13時～16時 1,000円 八幡市文化協会

第47回八幡市民文化祭 全館 令和元年10月26日(土) 入場無料 － 主催

　 (小ホール除く) 　　　　　  27日(日) 八幡市

10時開演 八幡市教育委員会

八幡市文化協会

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

備考

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等



＜共催･協力事業＞つづき

第21回音の祭典inYAWATA 大ホール 令和元年11月10日（日） 入場無料 － 主催

13時30分開演 八幡市文化協会

親子体験教室 小ホール他 令和元年12月7日（土） 参加費 100円他 －

　☆五感でｶﾙﾁｬｰ☆ 10時～15時

第17回子ども文化祭 小ホール他 令和元年12月8日（日） 入場無料 －

13時～16時

第26回やましろ合唱フェスティバル 大ホール 令和2年2月9日(日) 入場無料 － 主催

10時開演 やましろｺｰﾗｽ団体連絡協議会

　 第26回やましろ合唱ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会

＜収益事業＞

夏休み特別企画 石清水八幡宮 令和元年8月3日(土) 参加費 　500円 22名

親子自然観察教室 研修ｾﾝﾀｰ他 9時30分開始 　 　　　

in石清水八幡宮 　

喫茶室の運営 ﾎｰﾙ催し状況により

出店販売を実施

催　　物　　名 備考

平成31年4月～令和2年3月 
11時～15時

実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等

備考催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等


