
　

　

八幡市文化センター ＜公益事業＞

映画 大ホール 令和3年5月5日(祝水) 前売   900円 中止 共催

｢カツベン！｣ ①10時30分 当日 1,100円 京都映画センター

出演　成田凌 他 ②13時30分  （自由席）

　

北海道歌旅座 小ホール 令和3年5月29日(土) 一般前売2,000円 中止 共催

  昭和のうたコンサート 14時開演 　　当日2,500円 北海道歌旅座

出演　Vo　吉田淳子 寿券(77歳以上)

　　  Vn. 高杉奈梨子　他 　　前売1,200円

　　当日1,500円

（自由席）

大人のため絵本とピアノの 大ホール 令和3年5月29日(土) 入場無料 中止

　　　　　　　　コンサート ホワイエ 11時開演

朗読ピアノ演奏：馬部恵子

三井住友海上文化財団 大ホール 令和3年6月13日(日) 一般　  2,000円 中止 助成

ときめくひととき第９０２回 15時開演 高校生以下 (公財)三井住友海上

ザ・チェンバーブラス 1,500円 文化財団

～Ｎ響金管奏者たち～ ※当日各300円増

（全席指定）

市民ロビーミニコンサート 市民ロビー 令和3年6月24日(木) 入場無料 81人

出演　duo NAZUKI･扇優 12時30分開演

市民ロビーミニコンサート 市民ロビー 令和3年7月8日(木) 入場無料 58人

出演　三味線愛好ひふみ会 12時30分開演

夏休みやわた人形劇場 さくらであい館 令和3年7月17日(土) 入場無料 32人 共催

in　さくらであい館 　 11時開演 要整理券 淀川河川

出演 （定員30名） 公園管理センター

やわた人形劇連絡会

市民ロビーミニコンサート 市民ロビー 令和3年8月5日(木) 入場無料 50人

出演　二胡アンサンブル「遊」 12時30分開演

Violin×Piano Concert 小ホール 令和3年8月9日(祝月) 一般前売1,000円　　　　63人

14時開演 　　当日1,200円

出演：宮下絢子・三村詩音  （全席指定）

主催事業実施状況

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



＜公益事業＞つづき

アロハうさぎのおんがくかい 大ホール 令和3年8月22日(日) 大人　 2,000円 192人 共催

11時開演 こども 1,000円

演奏　京都フィルハーモニー 親子ペア2,500円

                室内合奏団 ※当日各500円増

（全席指定）

＜アウトリーチ事業＞ ①市内保育園 未定 無料 中止

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市内幼稚園 ②11時20分～11時40分

＜展示事業＞ ミニ 未定 入場無料

京フィルおはようコンサート ギャラリー

園児による絵画展 9時～17時30分

市民ロビーミニコンサート 市民ロビー 令和3年8月26日(木) 入場無料 45人

出演　琴伝流大正琴　楽遊 12時30分開演

市民ロビーミニコンサート 市民ロビー 令和3年9月27日(月) 入場無料 67人

出演　ロス・ボラーチョス 12時30分開演

市民ロビーミニコンサート 市民ロビー 令和3年10月5日(火) 入場無料 97人

出演　ドルチェハンドベルリンガーズ 12時30分開演

市民ロビーミニコンサート 大ホール 令和3年10月14日(木) 入場無料 104人

出演　ゴスペル蔵下組 12時30分開演

映画 大ホール 令和3年10月16日(土) 前売   900円 ① 57人 共催

｢心の傷を癒すということ｣劇場版 ①10時30分 当日 1,100円 ② 50人 京都映画センター

出演　柄本佑 他 ②13時30分  （自由席） 計107人

　

第51回京都写真芸術家協会展 展示室 令和3年10月22日(金) 入場無料 中止 共催

　　     ～24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3年10月24日(日) 無料 　　　

　ギャラリートーク 13時30分～

映画 大ホール 令和3年11月6日(土) 前売   900円 ① 194人 共催

｢いのちの停車場｣ ①10時30分 当日 1,100円 ② 174人 京都映画センター

出演 吉永小百合　他 ②13時30分  （自由席） 計368人

　

京都フィル
ハーモニー室内合
奏団

備考催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等



＜公益事業＞つづき

市民ロビーミニコンサート 市民ロビー 令和3年11月16日(火) 入場無料 66人

出演　八幡篠笛会・八幡和太鼓 12時30分開演

文化センターカルチャー講座 講習室5 令和3年11月18日(木) 参加費 11人

　「筆ペン講座」 10時30分～12時  1,000円

講師：書家 中村静香先生 定員12名

市民ロビーミニコンサート 市民ロビー 令和3年11月29日(月) 入場無料 70人

出演　あんさんぶるメイチャン 12時30分開演

第29回邦楽のつどい 小ホール 令和4年2月 整理券 中止 主管

13時開演 （自由席） 邦楽のつどい

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

渚家・八幡市文化センター さくらであい館 令和4年3月5日(土) 前売   800円 27人

共同企画寄席「さくら寄席」 10時開演 当日 1,000円

出演　渚家栄都・渚家六丸他  （自由席）

ミニ･ギャラリー事業 ミニ 令和3年4月～令和3年11月 入場無料

年間20回開催予定 ギャラリー 9時～17時30分

＜協力事業＞

文化庁　子供のための 令和3年10月8日(金) ①80人 主催

文化芸術鑑賞・体験支援事業 大ホール ①10時30分 生徒鑑賞事業 ②120人 文化庁

参加校　京都府立八幡支援学校 ②13時30分

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



＜八幡市文化協会等共催･協力事業＞

子ども体験教室 講習室他 令和3年5月～11月 参加費 日本舞踊　12人 主催

日本舞踊、三曲、三味線 ※月2回程度 1000円　他 舞踊　2人 八幡市文化協会

三曲　3人

三味線　3 人

第23回佐藤康光杯争奪将棋大会 小ホール 令和3年6月20日(日) 参加費 中止 主催

佐藤康光杯

争奪将棋大会

実行委員会

＜八幡市文化協会等共催･協力事業＞つづき

第49回八幡市民文化祭 全館 令和3年10月30日(土) 入場無料 中止 主催

　 (小ホール除く) 　 　  10月31日(日) 八幡市

10時開演 八幡市教育委員会

八幡市文化協会

第23回音の祭典inYAWATA 大ホール 令和3年11月7日(日) 無観客 319人 主催

13時30分開演 八幡市文化協会

第19回子ども文化祭 小ホール他 令和3年11月28日(日) 入場無料 56人 主催

10時～16時 八幡市文化協会

親子体験教室 小ホール他 令和3年12月11日(土) 参加費 中止 主催

　☆五感でｶﾙﾁｬｰ☆ 10時～15時 八幡市文化協会

＜収益事業＞

喫茶室の運営

事　　業　　名 実施期間等 備考

令和3年4月～令和3年11月 

令和3年4/29～6/30　新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、休業

備考

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等


