
主催事業実施状況 (平成２６年度)

八幡市文化センター ＜公益事業＞

催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

施設等

映画 大ホール 平成２６年４月２７日 (日) 一般 前売 当日 ① １８７人 共催

「ペコロスの母に ① １３時上映 1,000円 1,300円 ② ７０人 京都映画センター

会いに行く」 ② １５時２０分上映 シニア等

出演 赤木春恵 前売 当日

岩松 了 他 800円 1,000円

（自由席）

映画 大ホール 平成２６年５月１１日 (日) 一般 前売 当日 ① ２９２人 共催

「そして父になる」 ① １３時上映 1,000円 1,300円 ② ８５人 (株)シネマ・

出演 福山雅治 ② １５時２０分上映 シニア等 ワーク

尾野真千子 他 前売 当日

800円 1,000円

（自由席）

第５１回京都合唱祭 大ホール 平成２６年５月３１日 (土) 810円 延４５００人 共催

１１時から１８時３０分 ３日間共通券 京都府合唱連盟

併催 第３７回全日本おかあさん ６月 １日（日） （自由席）

コーラス関西支部京都大会 １０時から１７時３０分

８日(日)

１０時３０分から１９時１０分

ＨＹコンサート 大ホール 平成２６年 ６月２２日 （日） 5,800円 １２１０人 共催

ＨＡＩ－ＳＡＩ １７時３０分開演 （全席指定） (株)エムズ

ＧＬＯＣＡＬ ＴＯＵＲ プロデュース

２０１４

京阪エクセレントコンサー 小ホール 平成２６年８月３０日 (土) 前売 当日 １５４人 共催

トin ＹＡＷＡＴＡ １４時開演 1,000円 1,200円 （公財）守口市

出演：ハープ 松尾徳子 （自由席） 文化振興事業団

クラシックギター西田昌弘 （公財）枚方市

ヴィオラ 細川 泉 文化国際財団

弦楽四重奏 Tetra-Sion

映画 大ホール 平成２６年９月１３日 (土) 一般 前売 当日 ① ３５２人 共催

「小さいおうち」 ① １３時上映 1,000円 1,300円 ② ８５人 京都映画センター

② １５時４０分上映 シニア等

出演 松たか子 前売 当日

黒木 華 他 800円 1,000円

（自由席）

稲垣潤一コンサート2014 大ホール 平成２６年１０月 ５日（日） 5,400円 １０９６人 共催

１６時３０分開演 前売・当日とも (株)エムズ

（全席指定） プロデュース

山田洋次監督特選映画劇場 小ホール 平成２６年１０月１１日（土） 前売 当日 ６８人 共催

１３時３０分上映 800円 1,000円 京都映画センター

「遙かなる山の呼び声」 （自由席）

出演 高倉 健

倍賞千恵子 他

小ホール 平成２６年１１月１６日（日） 前売 当日 ４３人 共催

「キネマの天地」 １３時３０分上映 800円 1,000円 京都映画センター

出演 渥美 清 （自由席）

倍賞千恵子 他



催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

施設等

第３回 スタインウェイ 大ホール 平成２６年１１月２４日 (月･祝） 参加費 申込者 ３９組

ピアノリレーコンサート １０時開演 ５分以内 500円 入場者１８０人

１０分以内 1,000円

京フィルクリスマス 大ホール 平成２６年１２月２１日 (日) 大人 こども ９５０人 助成

コンサート２０１４ １１時開演 1,500円 1,000円 京都府地域にお

サンタウサギのおんがくかい （前売・当日共） ける舞台芸術振

～おやこで楽しい思い出を～ （自由席） 興・次世代体験

演奏：京都フィルハーモニー 推進事業

室内合奏団

うた しまざきまさこ

＜アウトリーチ事業＞ 八幡幼稚園 平成２６年１１月１８日 (火） 八幡幼稚園 協力

京フィルおはようコンサート 有都こども園 １０時３０分から１０時５０分 ７１人 八幡幼稚園

ソプラノ・フルート（ピッコロ） １１時２０分から１１時４０分 有都こども園 有都こども園

ピアノ ９０人

＜展示事業＞ ミニ・ギャラリー 平成２６年１２月１８日（木）

京フィルおはようコンサート ～１２月２６日（金）

園児による絵画展 ９時から１７時３０分

大阪交響楽団・須川展也 大ホール 平成２７年１月１０日 (土) 一般 前売 当日 ７４４人 助成

ニューイヤーコンサート２０１５ １５時開演 2,000円 2,500円 平成２６年度

指 揮 寺岡清高 高校生以下 地域の芸術環境

ソリスト 須川展也 前売 当日 づくり助成事業

管 弦 楽 大阪交響楽団 1,000円 1,500円

司 会 桂 九雀 （指定席）

共 演 八幡市内中学校

吹奏楽部員

大阪交響楽団メンバーによる 大ホール他 平成２６年７月１９日（土） 男山中学校

中学校吹奏楽部員クリニック ９時１５分から１１時５０分 男山第二中学校

男山第三中学校

男山東中学校

７９人

＜アウトリーチ事業＞ 有都小学校 平成２６年１０月２８日（火） 有都小学校 協力

大阪交響楽団メンバーによる １０時４５分から１１時３０分 １年生～３年生 有都小学校

アウトリーチコンサート ８８人

１３時５０分から１４時３５分 ４年生～６年生

ヴァイオリン 吉岡 克典 ６７人

ピアノ 吉岡 麻梨

映画 大ホール 平成２７年１月１７日（土） 一般 前売 当日 １４９人 共催

「超高速！参勤交代」 １０時３０分上映 1,000円 1,300円 京都映画センター

シニア等

出演 佐々木蔵之介 前売 当日

深田恭子 他 800円 1,000円

（自由席）

第１３回やわた市民音楽祭 大ホール 平成２７年 ２月 １日（日） 500円 ７３３人 主催

１３時３０分開演 （前売・当日共） 市民音楽祭

（自由席） 実行委員会

第２３回邦楽のつどい 小ホール 平成２７年 ３月 １日 (日) 500円 ２８０人 共催

～輪 めぐる～ １３時開演 （前売・当日共） 八幡市文化協会

（自由席） 主管

邦楽のつどい

実行委員会



催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

施設等

第４４回京都写真芸術家協会展 展示室 平成２６年１０月 ３日(金) 入場無料 ３５１人 共催

～ ５日(日) 京都写真芸術家協会

９時から１７時

ミニ・ギャラリー事業 ミニ・ギャラリー ４月～３月 入場無料 １１５４１人

年間３５回開催

９時から１７時３０分

＜協力事業＞

催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

施設等

おやじたちのコンサート 大ホール 平成２７年 ３月 ８日 (日) 入場無料 ７００人 主催

パートⅣ １３時開演 おやじたちのコンサー

ゲスト 茶木みやこ ト実行委員会

協賛

懐かしのレコードジャケット展 （一社）八幡市観光

協会

(株)ＪＥＵＧＩＡ

協力

ＫＢＳ京都

＜収益事業＞

催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

施設等

喫茶室の運営 喫茶室 ４月～３月 ホール催しの状況に

１０時～１７時 より出店販売を実施


