
松花堂庭園･美術館

 ●庭園事業（公益事業）

第32回松花堂つばき展 庭園全体 令和2年4月3日(金) 一般 400円 中止 協力

　　　～4月5日(日) 学生 300円 八幡市文化協会

9時～17時 こども 200円 山口椿園

資生堂

松花堂日曜茶席 茶室｢松隠｣ 前期 4月,5月 茶席券 600円 中止 協力

後期 10月,11月,12月,3月 （入園料別） 八幡市文化協会

各日曜日 全12回

10時～15時

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

茶室｢松隠｣ 月1回　第2日曜日 （入園料別） 松花堂月釜会

1,8,10月除く　全9回

10時～15時

松花堂書道教室 美術館別館 令和2年4月～令和3年3月 参加費(月額) 参加(6月以降)　 協力

①10時～11時30分 幼･小学生2,200円 ①22人 八幡市文化協会

②13時～14時30分 中･高校生2,400円 ②25人

大人　 　2,900円 (4,5月中止)

子どもわくわく教室 美術館別館 令和2年5月～令和3年2月 参加費 中止 共催

茶道･華道 土曜日　全10回 茶道 2,500円 八幡市教育委員会

10時～12時 華道 5,000円 八幡市文化協会

京の七夕協賛事業 美術館回廊 令和2年7月3日(金） 無料 中止 協賛

　松花堂七夕まつり         ～26日(日) 京の七夕実行委員会

　～短冊に願いをこめて～ 9時～17時　21日間 協力

京都府

　松花堂七夕茶会 茶室｢松隠｣ 令和2年7月4日(土) 茶席券 300円 立命館大学茶道研究部

10時～15時 （入園料別）

｢文化を未来に伝える次世代育み事業｣ 美術館講習室 令和2年8月22日(土） 参加費　1,000円 中止 京都府委託事業

(地域文化施設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ) 交流広場 　　　　　25日(火) （簡易望遠鏡自作 講師　大下邦弘氏

松花堂親子俳句づくり･ 18時30分～20時30分 　　　キット付） （ｱﾏﾁｭｱ天文家　硝子作家）

　　　　　　天体観測体験会

松花堂納涼寄席 美術館別館 令和2年8月30日(日) 入場料 1,800円 中止 協力

16時開演 （入園料込） 米朝事務所

松花堂香道教室 美術館別館 令和2年10月～12月 6,000円 中止 講師　御家流香道

全5回 　　　　増田堯興氏

10時～11時30分

第37回松花堂忌茶会 茶室｢松隠｣ 令和2年10月11日(日) 席券 5,500円 中止 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2年10月10日(土) 無料 348人 協力

          ～18日(日) （入園料別） 九十九会有志

9時～16時

松花堂初釜会 茶室｢松隠｣ 令和3年1月 茶席券 5,500円 中止 協力

10時～14時 （入園料込） 八幡市文化協会

花の祭典in松花堂 無料

松花堂新春洋蘭展 美術館別館 令和3年1月9日(土) 323人 協力

     ～11日(月･祝) （入園料別） 八幡市文化協会

3日間　10時～16時

第19回松花堂いけ花展 美術館講習室 令和3年2月5日(金） 無料 202人 協力

        ～7日(日) 八幡市文化協会

3日間　10時～16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



 ●庭園事業（公益事業）つづき

第24回松花堂新春書初め席書大会 美術館別館 令和3年1月17日(日) 無料 中止 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40回書初め展作品展 美術館ロビー 令和3年1月20日(水) 608人 主管

講習室    　 ～1月31日(日)  第40回書初め展

　 11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3年1月23日（土） 無料 57人

同時出品　水彩画　絵手紙 　　　　　24日（日） （入園料別）

2日間　9時～16時

特別企画　

有本　明　しの笛演奏会 令和3年1月24日（土）

松花堂学生茶会 美術館別館 令和3年2月 茶席券 300円 中止 協力

10時～14時 （入園料別） 京都府立

  京都八幡高等学校

  伝統文化部

第14回松花堂ひな祭り寄席 美術館別館 令和3年3月7日(日) 入場料800円予定 中止 出演

14時開演 落語ｻｰｸﾙなぎさの会

 ●庭園事業（収益事業）

昭乗広場DEフリマ 昭乗広場 令和2年4月･9月 参加費　500円 中止 参加者一般募集

10時～12時

●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 中止

令和2年春季展  　　～5月10日(日) 学生 400円

　おいしい赤膚焼 9時～17時 18歳以下無料

<大学生を除く>

呈茶席 美術館別館 令和2年4月26日(日) 参加費1,000円 講師

～赤膚焼で味わう八幡のお茶 ①11時～　②14時～ 影山純夫

（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 当館学芸員

4月19日(日)　5月3日(日祝)

13時30分～

初夏展 美術館展示室 令和2年6月6日(土) 一般 400円 中止

江戸絵画いろいろ    　  ～7月19日(日) 学生 300円

9時～17時 18歳以下無料

<大学生を除く>

呈茶付イベント 美術館講習室 会期中

ギャラリートーク

美術館地階ロビー「テーマ展示」 美術館 令和2年6月20日(土) 一般100円 279人

小堀遠州ゆかりのやきもの 地階展示ﾛﾋﾞｰ      ～8月10日(月･祝) 学生 80円

７つのお茶碗のふるさと「遠州七釜」 9時～17時 18歳以下無料

<大学生を除く>

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

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）つづき

初秋の小展示 美術館 令和2年9月5日(土) 一般200円 341人

赤いもの、白いもの 地階展示ﾛﾋﾞｰ      ～10月11日(日) 学生100円

南山焼いろいろ 9時～17時 18歳以下無料

<大学生を除く>

令和2年秋季企画展 美術館展示室 令和2年10月24日(土) 一般 400円 870人

近世画楽多        ～12月6日(日) 学生 300円

　　　(きんせいがたのしみおおし) 9時～17時 18歳以下無料

<大学生を除く>

みどころ解説 美術館講習室 令和2年11月7日(土) 要観覧料 講師

　　　 12月6日(日) 18人 影山純夫

13時30分～ （当館学芸顧問)

令和3年新春展 美術館展示室 令和3年1月9日（土） 一般 400円 451人

のんびりいこう、丑の年 　　　～2月14日（日） 学生 300円

9時～17時 18歳以下無料

<大学生を除く>

年度継続事業 美術館展示室 令和3年3月13日（土） 一般 400円

令和3年春季企画展 　　 ～5月9日（日） 学生 300円 398人

春爛漫！松花堂は花盛り 9時～17時 18歳以下無料

<大学生を除く>

見どころ解説 美術館講習室 令和3年3月28日(日) 要観覧料 8人 当館学芸員

　　　 4月25日(日)

13時30分～

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 

16人

●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 庭園全体 令和2年11月22日(日) 共通券   5,000円 中止 受託

お茶の京都in松花堂 10時～15時 本席券     500円 八幡市

副席券     500円

点心席券 4,500円

水出してん茶振るまい ミュージアム 令和2年11月5日(土） 来館（園）者

ショップ前 　   　～22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2年11月22日(日) 無料 中止 委託先

　　　～12月 6日(日) 八幡市文化協会

9時～16時30分

茶香服大会 さくら 令和2年11月 無料 中止 委託先

であい館 13時～ ＪＡ京都やましろ

お茶学習　 市内小学校 令和3年1月 　都々城茶生産組合

事　　業　　名 実施期間等 備考

令和2年4月～令和3年3月(令和2年4月11日～9月30日臨時休業)
11時～15時

事　　業　　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



●受託事業、共催事業他

アーティスト･イン･レジデンス事業 市内 令和2年8月24日(月) 参加アーティスト 京都:Re-Search

京都：Re-Search2020in八幡 　　　　～9月6日（日） 5組6名 　　　　実行委員会

活動報告及び講評会 美術館講習室 令和2年9月5日(土) 　　50人

　　　 9月6日(日)

※5日13時～17時

　6日10時～17時

博物館・文化財におけるナイト 庭園全体 令和3年3月3日（水） 文化人･インフル 　　8人 文化庁委託事業

タイム充実支援事業 17時～20時 エンサー

魅惑のナイトガーデン 令和3年3月4日（木） メディア媒体 　　8人

～松花堂弁当発祥の地で 17時～20時

　　　　　楽しむ和食と庭園～ 令和3年3月5日（金） 茶会　一般募集 　 12人

17時～20時

令和3年3月6日（土） 茶会　一般募集 　 12人

17時～20時

令和3年3月7日（日） ライトアップ 　 303人

17時30分～20時 一般募集

備考事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等


