
松花堂庭園･美術館

 ●庭園事業（公益事業）

第31回松花堂つばき展 庭園全体 平成31年4月5日（金） 一般  400円 1,161人 協力

　　　～4月7日（日） 学生  300円 八幡市文化協会

3日間　9～17時 こども200円 山口椿園

資生堂

松花堂日曜茶席 美術館別館 前期  4月.5月 茶席券 600円 前期 協力

３月分開催中止 茶室｢竹隠｣ 後期 10月,11月,12月,3月 （入園料別） 132人 八幡市文化協会

各日曜日 全8回 後期 

10時～15時     190人

松花堂月釜会 美術館別館 平成31年4月～令和2年3月 茶席券 800円 共催

３月分開催中止 茶室｢松隠｣ 月1回　第2日曜日 （入園料別） 871人 松花堂月釜会

1,8,10月除く　全8回 　

10時～15時

松花堂書道教室 美術館別館 平成31年4月～令和2年3月 参加費 2,000円 参加　 協力

３月分開催中止 美術館講習室 ①10時～11時30分 　　　　（月額） ①30人 八幡市文化協会

②13時～14時30分 ②24人

子どもわくわく教室 美術館別館 令和元年5月～令和2年2月 参加費 参加 共催

茶道･華道 月1回　土曜日　全10回 茶道 2,700円 茶道 20人　八幡市教育委員会

10時～12時 華道 5,000円 華道 20人　　八幡市文化協会

京の七夕協賛事業 美術館回廊 令和元年7月2日(火） 無料 919人 協賛

　松花堂七夕まつり         ～21日(日) 京の七夕実行委員会

　～短冊に願いをこめて～ 18日間  9～17時 協力

京都府

　松花堂七夕茶会 美術館別館 令和元年7月7日(日) 茶席券 300円 91人 立命館大学茶道研究部

10時～15時 （入園料別）

文化庁「伝統文化親子体験教室」 美術館講習室 令和元年　①8月 8日（木） 参加費　1,000円 ①  24人 文化庁・京都府

京都府「文化を未来に伝える 交流広場 　 　 　　②8月10日（土） （簡易望遠鏡自作内保護者12 委託事業

                次世代育み事業」 18時30分～20時30分 　　　キット付）②  26人 講師　大下邦弘氏

松花堂親子天体観測会 内保護者15 （ｱﾏﾃｭｱ天文家、硝子作家）

松花堂納涼寄席 美術館別館 令和元年8月25日(日) 入場料 1,800円 134人 協力

16時時開演 吉兆特別弁当付 米朝事務所

       7,000円

（入園料込）

松花堂香道教室 美術館別館 令和元年9月8日（日） 6,000円 12人 講師　増田堯興氏　

　 美術館講習室 　　～12月1日（日）全5回 （材料費込み） 　（御家流香道師範）

庭園茶室 10時～11時30分 　　　東川達三氏

（立命館大学大学院講師）

第36回松花堂忌茶会 茶室｢松隠｣ 令和元年10月13日(日) 席券 5,500円 138人 協力

美術館別館 8時40分～14時40分 （入園料込） 松花堂月釜会

吉兆松花堂店

松花堂水石名品展 美術館別館 令和元年10月13日(日) 無料 608人 協力

        　～20日(日) （入園料別） 九十九会有志

7日間　9時～16時

松花堂初釜会 茶室｢松隠｣ 令和2年1月12日（日） 茶席券 5,500円 80人 協力

　 10時～14時00分 （入園料込） 八幡市文化協会

備考催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等



 ●庭園事業（公益事業）

花の祭典in松花堂

松花堂新春洋蘭展 美術館別館 令和2年1月11日(土) 無料 328人 協力

        ～13日(月･祝) （入園料別） 八幡市文化協会

3日間　10時～16時

第18回松花堂いけ花展 美術館講習室 令和2年2月7日(金） 無料 250人 協力

        ～9日(日) 八幡市文化協会

3日間　10時～16時

第23回松花堂新春書初め席書大会 美術館別館 令和2年1月19日(日) 無料 103人 共催

9時30分～15時  八幡市

 八幡市教育委員会

協力

 八幡市文化協会

第23回松花堂新春書初め席書大会 美術館ロビー 令和2年1月21日(火) 600人 主管

第39回書初め展　合同作品展 講習室     　～2月2日(日)  第39回書初め展

　 12日間　9時～17時         実行委員会

松花堂新春能面展 美術館別館 令和2年1月25日（土） 無料 199人 共催

同時開催　布掛け軸展 　　　　　26日（日） （入園料別） 能面師中野芳春

2日間　9時～16時

特別企画　

松本ちひろフルート演奏会 令和2年1月25日（土） 51人

松花堂学生茶会 茶室「松隠」 令和2年2月23日(日) 茶席券 300円 協力

開催中止 10時～14時 （入園料別） 中止 京都府立亰都八幡

高等学校伝統文化部

         

第13回松花堂ひな祭り寄席 美術館別館 令和2年3月1日(日) 入場料 800円 出演

開催中止 14時開演 吉兆特別弁当付 中止 落語ｻｰｸﾙなぎさの会

       6,000円

 ●庭園事業（収益事業）

昭乗広場DEフリマ 昭乗広場 令和元年5月3日(金･祝) 参加費　500円 出店　35ﾌﾞｰｽ 参加者一般募集

10時～12時 来場者350人

令和元年9月23日(月･祝) 雨天中止

10時～12時※雨天中止

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



●美術館事業（公益事業）

年度継続事業 美術館展示室 平成31年3月21日(木･祝)～ 一般 500円 1,239人

2019年春季展      令和元年5月12日(日) 学生 400円

　ある日の都路華香 開館日数　通期48日間 18歳以下無料 通期

30年度10日間　元年度38日間 ＜大学生を除く＞ 1,439人

9時～17時

講演会 美術館講習室 平成31年4月28日(日) 無料　要申込 　　 36人講師

華香の人と芸術 13時30分～ 小倉実子氏

(京都国立近代美術館

             主任研究員)

学芸員によるギャラリートーク 美術館展示室 3月24日(日)　4月7日(日) 要観覧料 115人 当館学芸員

4月21日(日)　5月12日(日) 通期

14時～ 129人

2019年度初夏展 美術館展示室 令和元年5月25日(土) 一般 400円 863人

ご存知ですか？大坂画壇      　～7月7日(日) 学生 300円

開館日数38日間　9時～17時 18歳以下無料

＜大学生を除く＞

展覧会プレミアムトーク 美術館講習室 令和元年5月26日(日) 参加費　1,000円 28人 講師

　　　　6月 9日(日) （観覧料、抹茶、 影山純夫氏

14時～ お菓子込み） (当館学芸顧問)

令和元年 初秋の小展示 美術館 令和元年9月1日(日) 一般200円 365人

 やわた南山焼 地階展示ロビー      ～10月14日(月･祝) 学生100円

～動植物デザインにみる素朴な魅力～ 開館日数38日間　9時～17時 18歳以下無料

＜大学生を除く＞

令和元年特別展 美術館展示室 令和元年10月26日(土) 一般 600円 2,274人 協力

茶室のアイデア        ～12月8日(日) 学生 500円 吉江勝郎氏

～中村昌生と「庭屋一如」～ 開館日数39日間　9時～17時 18歳以下無料 (日本建築専門学校校長

＜大学生を除く＞ 京都伝統建築技術協会

               常務理事)

講演会 美術館講習室 令和元年11月3日(日･祝) 無料　要申込 106人 講師

茶室・数寄屋建築の技と伝承 13時30分～ 日向進氏

(京都工芸繊維大学名誉教授

　　　     当館学芸顧問)

講演会 令和元年11月9日(土) 無料　要申込 51人 講師

茶室の位置づけ 13時30分～ 桐浴邦夫氏

(京都建築専門学校副校長)

講演会 令和元年11月10日(日) 無料　要申込 84人 講師

中村昌生と庭屋一如 13時30分～ 吉江勝郎氏

(日本建築専門学校校長)

呈茶席～庭屋一如の楽しみ～ 茶室「松隠」 令和元年11月29日(金) 参加費 800円 18人 席主

14時00分～ 影山純夫氏

(当館学芸顧問)

学芸員によるギャラリートーク 美術館展示室 10月27日(日) 11月17日(日) 要観覧料 77人 当館学芸員

11月23日（土･祝）12月1日（日）

13時30分～

令和2年新春展 美術館展示室 令和2年年1月11日(土) 一般 400円 334人

梅を愛で、芝居を楽しむ        ～2月16日(日) 学生 300円

　 32日間　9時～17時 18歳以下無料

＜大学生を除く＞

学芸員によるギャラリートーク 1月12日（日） 35人 当館学芸員

2月 2日（日）16日（日）

14時～

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



●美術館事業（公益事業）

年度継続事業 美術館展示室 令和2年3月14日(土) 一般 500円

令和2年春季展　      ～5月10日(日) 学生 400円 中止

おいしい赤膚焼 51日間　9時～17時 18歳以下無料

開催中止 ＜大学生を除く＞

呈茶席 茶室「松隠」 令和2年4月26日(日) 参加費 1,000円 中止 席主

～赤膚焼で味わう八幡のお茶～ 11時～  14 時～ 影山純夫氏

(当館学芸顧問)

学芸員によるギャラリートーク 美術館展示室 3月22日(日) 4月5日（日） 要観覧料 中止 当館学芸員

4月19日（日） 5月3日（日祝）

14時～

松花堂昭乗研究所 美術館講習室 毎月1回開講 参加費 6,000円 研究生 

14人

研究所開所10周年記念研究報告会 令和2年3月14日（土） 資料代 　500円 ①当館学芸員

「午前の部」「午後の部」 ①10時～12時 － 山口恭子氏

開催中止 ②13時30分～16時  (法政大学兼任講師)

宮本淳子氏

 (東京女子大学非常勤講師)

②依田徹氏(遠山記念館)

加藤祥平氏(徳川美術館)

山野知禎氏

(武者小路千家 

           官休庵准教授)

●美術館事業（収益事業）

松花堂庭園･美術館

ミュージアムショップの運営

●八幡市受託事業（公益事業）
八幡産てん茶普及啓発事業 庭園茶室他 令和元年11月24日（日） 共通券　5,000円 101枚 遠州流茶道　本席

お茶の京都in松花堂 10時～15時 単券　　　500円 112枚 茶道部会裏千家流

点心券　4,500円 10枚 本席2席

茶道部会表千家流　副席

点心席　吉兆松花堂店

水出してん茶振るまい ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 令和元年11月3日（日祝） 来館（園）者

ｼｮｯﾌﾟ前 　～24日（日）内7日間 無料振るまい

八幡市文化協会作品展 美術館別館 令和元年11月24日（日） 無料 2,043人 委託先

　　 　～12月8日（日） 八幡市文化協会

9時～16時30分

茶香服大会 さくらであい館 令和元年11月16日(土) 無料 39人 委託先

ＪＡ京都やましろ

お茶学習 有都小学校 令和2年1月24日（金） 無料 19人 　都々城茶生産組合

3学年

事　　業　　名 実施期間等 備考

平成31年4月～令和2年3月
10時～17時（変動制）

備考催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等



●文化財公開事業（公益事業）

令和元年度第55回 庭園・美術館 令和元年11月１日(金) 大人 　800円 1,003人 主催

京都非公開文化財特別公開 美術館別館       ～11月10日(日) 中高生 400円 公益財団法人

茶室｢松隠｣｢梅隠｣ 10日間　9時～17時 京都古文化保存協会

●共催事業

第36回八幡市展 美術館講習室 平成31年4月5日（金） 無料 424人 主催

　　　　 ～7日（日） 　 八幡市文化協会

3日間　10時～17時 主管

第36回八幡市展

　　　　実行委員会

ドキュメンタリー映画 文化センター 令和2年3月20日（金･祝） 前売　900円 中止 「空中茶室を夢みた

「空中茶室を夢みた男」 小ホール 上映　13時30分～ 当日1,000円 男」上映委員会

開催中止 小学生以下無料

（自由席）

事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考


