
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3年4月2日(金) 一　般 400円 748人 協力

～4月4日(日) 学　生 300円 山口椿園

こども 200円 資生堂

つばき展特別企画 美術館 高野竹工(株)

竹花入展 別館

松花堂日曜茶席 竹隠茶室 令和3年4月、5月、 茶席券 600円 中止 協力

10月、11月、令和4年3月 （入園料別） 八幡市文化協会茶道部会

毎週日曜日

10時～15時

松花堂月釜会 茶室｢松隠｣ 令和3年4月～令和4年3月 茶席券 800円 50人 共催

美術館別館 第2日曜日 （入園料別） （4月のみ実施） 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 令和3年4月～令和4年3月 参加費 参加　 協力

別館 月2回（土） 幼・小学 2,200円 ①23人 八幡市文化協会書道部会

①10時～11時30分 中・高生 2,400円 ②23人

②13時～14時30分 大人 2,900円

（5月～11月は開催中止）

子どもわくわく教室 美術館別館 令和3年6月～令和4年2月 参加費 参加 共催

茶道･華道 松隠茶室 土曜日　全10回 茶道 3,000円 茶道10人　八幡市教育委員会

梅隠茶室 9時30分～11時 華道 5,300円 華道10人　　八幡市文化協会茶道部会

八幡市文化協会華道部会

京の七夕協賛事業 美術館 令和3年7月2日(金） 無料 中止 協賛

短冊に願いをこめて 回廊周辺 ～25日(日) 京の七夕実行委員会

協力

京都府

七夕茶会 松隠茶室 令和3年7月3日（土） 茶席券 300円 立命館大学茶道研究部

（入園料別）

松花堂親子ガラス銘々皿づくり 美術館講習室 令和3年8月 中止 京都府委託事業

「文化を未来に伝える育み事業」

文化庁委託事業

「伝統文化親子教室」

松花堂納涼寄席 美術館 令和3年8月29日(日) 入場料 1,800円 中止 協力

別館 米朝事務所

松花堂香道教室 美術館別館 令和3年9月～12月 5,000円(道具有) 中止 講師

美術館講習室 全5回 10,000円(道具無) 御家流華道

庭園茶室 増田堯興氏

京都府域展開アートフェスティバル 交流広場 令和3年10月1日(金) 無料 4,456人 主催

ALTERNATIVE KYOTO 美術館別館 ～11月7日(日) （入園料別） 京都：Re-Search実行委員会

―もうひとつの京都― 竹隠茶室 9時～17時 京都文化力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会

想像力という<資本>in八幡 金・土・日・祝日のみ公開 共催

（11月4日(木)は臨時公開） やわた市民文化事業団

第38回松花堂忌茶会 松隠茶室 令和3年10月10日(日) 茶席券 5,500円 関係者 協力

（入園料含む） (お供茶式 松花堂月釜会

 のみ実施)

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）つづき
松花堂初釜会 松隠茶室 令和4年1月9日（日） 茶席券 5,500円 55人 協力

（入園料含む） 八幡市文化協会茶道部会

松花堂新春洋蘭展 美術館 令和4年1月8日（土） 無料 248人 協力

別館 ～10日（月・祝） （入園料別） 八幡市文化協会園芸部会

男山蘭友会

第24回松花堂新春書初め席書大会 美術館 令和4年1月16日（日） 無料 中止 共催

別館  八幡市

 八幡市教育委員会

協力

 八幡市文化協会書道部会

第41回書初め展作品展 美術館 令和4年1月22日（土） 無料 504人 主管

講習室 ～30日（日） 第41回書初め展実行委員会

ロビー

第20回松花堂いけ花展 美術館 令和4年2月4日（金） 無料 177人 協力

講習室 ～2月6日（日） 八幡市文化協会華道部会

松花堂学生茶会 松隠茶室 令和4年2月20日（日） 茶席券 300円 中止 協力

（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 令和4年3月 入場料 800円 中止 出演

別館 落語ｻｰｸﾙなぎさの会

松花堂つばきウィーク 庭園全体 令和4年3月5日（土） 一　般 200円 904人 協力

～3月13日（日） 学　生 160円 八幡市文化協会

こども 100円 NPO法人八幡たけくらぶ

木器作家　前田正輝氏

親子竹材教室 美術館別館 令和4年3月5日（土） 無料 (株)ﾌｧｲﾝﾄｩﾃﾞｨ資生堂

中止 令和4年3月13日（日）

木の器展 梅隠茶室 令和4年3月12日（土） 無料

～3月13日（日）

いけ花展 美術館別館 令和4年3月11日（金） 無料

～3月13日（日）

 ●庭園事業（収益事業）

昭乗広場DEフリマ 昭乗広場 令和3年5月、9月23日（木・祝） 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 令和3年3月13日(土) 一般 400円 547人

春季企画展 展示室 ～5月9日(日) 学生 300円

春爛漫！松花堂は花盛り 前期：3月13日（土）～4月11日（日） 18歳以下無料 通期
後期：4月13日（火）～5月9日（日） <大学生を除く> 945人

(4/29～5/9は開催中止)

展覧会みどころ解説 美術館 令和3年4月25日（日） 無料 中止

講習室 13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



●美術館事業（公益事業）つづき

初夏展 美術館 令和3年7月1日（木） 一般 400円 617人 協力

旅する♡拓本 展示室 ～8月15日(日) 学生 300円 藪田夏秋氏

18歳以下無料 （拓本家、表装家）

<大学生を除く>

展覧会見どころ解説 美術館 令和3年7月3日（土） 無料 24人 講師

「拓本に恋して」 講習室 13時～14時15分 藪田夏秋氏

（拓本家、表装家）

拓本体験 美術館 令和3年7月11日（日） 参加費 800円 19人 講師

「八幡市内の古瓦の拓本を 講習室 13時30分～15時30分 （材料費含む） 藪田夏秋氏

とってみませんか？」 （拓本家、表装家）

協力

八幡市教育委員会

石清水八幡宮

初秋の小展示 美術館 令和3年9月4日(土) 一般 200円 441人

再興やわた南山焼でめぐる 展示ロビー ～10月10日（日） 学生 100円

八幡八景 18歳以下無料

<大学生を除く>

秋季企画展 美術館 令和3年10月23日(土) 一般 500円 1,207人 主催

やわたで愛された地域のたからもの 展示室 ～12月5日(日) 学生 400円 八幡市ゆかりの文化資産

～つながる文化財～ 前期：10月23日（土）～11月14日（日） 18歳以下無料 活用実行委員会

後期：11月16日（火）～12月5日（日） <大学生を除く> 共催

やわた市民文化事業団

助成

学芸員による展覧会見どころ解説 美術館 令和3年11月6日(土) 無料 34人 文化庁地域ゆかりの

講習室 　　　 12月4日(土) 文化資産を活用した

14時～ 展覧会支援事業

松花堂庭園内園見学会 泉坊書院 令和3年11月23日（火・祝） 参加費 500円 19人 講師

泉坊書院・草庵「松花堂」 草庵松花堂 ①10時～11時 平井俊行

復旧現場を覗いてみた！ ②13時～12時 （松花堂庭園・美術館館長）

新春展 美術館 令和4年1月8日(土) 一般 400円 365人

いいことありそう、寅の年 展示室 ～2月6日（日） 学生 300円

　 18歳以下無料

<大学生を除く>

学芸員による展覧会見どころ解説 美術館 令和4年1月29日（土） 無料 7人

展示ロビー 13時30分～

早春展 美術館 令和4年2月26日(土) 一般 400円

花と蝶々と 講習室 ～3月21日（月・祝） 学生 300円 874人

鴨政雄　彫金の世界 18歳以下無料

<大学生を除く>

展覧会みどころトーク 美術館 令和4年2月26日（土） 無料 14人 協力

展示ロビー 令和4年2月27日（日） 37人 齋藤麻里子氏

13時30分～

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）つづき

松花堂昭乗研究所 美術館 毎月1回開講 参加費 6,000円研究生 

講習室 14人

松花堂文化サロン 美術館 令和4年3月21日(月・祝)

京都やわたで紡ぐ創作の糸 講習室 参加費 2,000円 39人

ゲスト　第165回直木賞作家 オンライン参加 参加費 1,000円 17人

澤田瞳子氏

●八幡市受託事業（公益事業）

お茶の京都in松花堂 庭園全体 令和3年11月28日(日) 137人 受託

10時～15時 八幡市

　茶席体験 茶室「梅隠」 ①10時②11時③13時④14時 2,000円 24人 協力

全4席 八幡市文化協会茶道部会

　紅茶つくり体験 美術館講習室 ①10時②13時 500円 23人 協力

全2回 松田ﾃｨｰﾌｧｰﾑ

代表　松田一男氏

　茶室説明会 茶室「松隠」 ①10時②11時③13時④14時 無料 21人 講師

　　数寄屋建築説明 全4回 平井俊行

　　VR体験 （松花堂庭園・美術館館長）

　石臼挽き体験 美術館別館 10時～15時 無料 69人 協力

参加自由 福翠園

●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

事　　業　　名 実施期間等 備考

令和3年4月～令和4年3月
10時～17時（変動制）
令和3年4月29日～令和3年6月30日休業

備考催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等

備考事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等


