
主催事業実施状況

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 備 考

施設等

映画 平成２５年４月６日(土) 一般 前売 当日 共催

「北のカナリアたち」 大ホール ① １３時上映 1,000円 1,300円 ① ２４１人 京都映画センター

② １５時３０分上映 シニア 障がい者 ② ７３人

高校生以下

前売 当日

800円 1,000円

（自由席）

映画 平成２５年５月１１日(土) 一般 前売 当日 共催

「東京家族」 大ホール ① １３時上映 1,000円 1,300円 ① ２５０人 京都映画センター

② １５時４０分上映 シニア 障がい者 ② ８７人

高校生以下

前売 当日

800円 1,000円

（自由席）

映画 平成２５年６月１６日(日) 一般 前売 当日 共催

「Les Ｍiserables」 大ホール ① １３時３０分上映 1,000円 1,300円 ５０９人 (株)シネマワーク

レ・ミゼラブル シニア 障がい者

高校生以下

前売 当日

800円 1,000円

（自由席）

第５０回京都合唱祭 平成２５年６月１日(土) 入場料金 810円 共催

兼 第３６回 大ホール １２から１８時 （４日間入場可） 延４,０００人 京都府合唱連盟

全日本おかあさんコーラス ２日(日） （自由席）

関西支部京都大会 １０時から１８時３０分

８日(土)

１２時３０分から１８時１５分

９日(日）

１０時から１９時

布施 明 平成２５年７月７日(日) 5,500円 共催

ＬＩＶＥ２０１３ 大ホール １６時３０分開演 （ 前売 当日共） １,０３３人 (株)エムズ

（指定席） プロデュース

八幡市文化センター 平成２５年８月２４日(土) 前売 当日 制作協力

開館３０周年記念 大ホール １７時開演 3,000円 3,500円 ９３６人 米朝事務所

納涼寄席 桂 米朝一門会 （指定席）

宝くじ文化公演 平成２５年９月７日(土) 前売 当日 共催 京都府

ビリー・ヴォーン 大ホール １６時開演 3,000円 3,500円 ８９６人 (財)自治総合

・オーケストラ２０１３ （指定席） センター

映画 平成２５年９月２８日(土) 一般 前売 当日 共催

「ひまわりと 大ホール ① １３時上映 1,000円 1,300円 ① １１２人 京都映画センター

子犬の７日間」 ② １５時２０分上映 シニア 障がい者 ② ６１人

高校生以下

前売 当日

800円 1,000円

（自由席）



催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数 備 考

施設等

八幡市文化センター開館３０周年記念 平成２５年１０月２６日(土) 一般 前売 当日 助成 公益財団法人

京都市交響楽団特別演奏会 大ホール １４時３０分開演 3,000円3,500円 ８２３人 日本交響楽振興財団

高校生以下

指揮 広上淳一 前売 当日

ソリスト 宮田 大 1,500円 2,000円

＜ｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＞ （指定席）

邦楽三曲演奏

京フィルクリスマス 平成２５年１２月２１日(土) 大人 こども 助成

コンサート２０１３ 大ホール １１時開演 1,500円 1,000円 ５９７人 平成２５年度

サンタウサギのおんがくかい （前売・当日共） 地域における舞台芸

～おやこで楽しい思い出を～ （自由席） 術振興・次世代体験

出演 京都フィルハーモニー 推進事業

室内合奏団

アウトリーチ事業 平成２５年１１月２０日（水） 早苗幼稚園 協力

京フィルおはよう 早苗幼稚園 １０時３０分 （３歳児・４歳児 ２４２人 早苗幼稚園

コンサート ５歳児）

展示事業 ミニ 平成２５年１２月２１日（土）

京フィルおはよう ギャラリー ～１２月２４日（火）

コンサート ９時から１７時３０分

園児による絵画展

八幡市文化センター開館３０周年記念 共催

ＮＨＫ ＦＭ番組公開録音 大ホール 平成２５年１１月３０日 (土) 往復ハガキでの ８５０人 ＮＨＫ京都放送局

「吹奏楽のひびき」 １６時開演 申し込み

音楽監督 木村寛仁

吹奏楽：ユーフォニアム・アンサンブル・

フェニックス

映画 平成２６年１月１１日(土) 一般 前売 当日 共催

「舟を編む」 大ホール １４時上映 1,000円 1,300円 １７９人 京都映画センター

シニア 障がい者

高校生以下

前売 当日

800円 1,000円

（自由席）

京阪エクセレントコンサート 平成２６年１月２６日 (日) 前売 当日 共催

ｉｎ ＭＯＲＩＧＵＣＨＩ 守口文化センター １４時開演 1,000円 1,200円 １８１人 （公財）守口市文化

エナジーホール （自由席） 振興事業団

第２２回 平成２６年３月２日 (日) 500円 共催

邦楽のつどい 小ホール １３時開演 （前売・当日共） ２８３人 八幡市文化協会

縁～えにし～ （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 備 考

施設等

平成２５年１０月４日(金) 共催

第４３回 京都写真芸術家協会展 展示室 ～６日(日) 入場無料 ３３６人 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 ４月～３月 延

ギャラリー 年間２５回開催 入場無料 １１，０２８
（京フィルおはようコンサート絵画展含む） 人

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 備 考

施設等

おやじたちのコンサート 平成２６年３月９日 (日) 主催

パートⅢ 大ホール １３時開演 入場無料 ８３３人 おやじたちのコンサ

ート実行委員会

協賛

（一社）八幡市観光協会

八幡市商工会

(株)JEUGIA

＜収益事業＞

催 物 名 実 施 開 催 日 時 入場料金等 入場者数 備 考

施設等

ファミリーステージショー 平成２５年９月２９日(日) 2,500円 共催 otonowa

ドラえもん 大ホール ① １１時３０分開演 （前売 当日共） ① ３６３ 人

ふしぎな星のなかまたち ② １４時３０分開演 （指定席） ② ４００ 人

喫茶室の運営 ４月～３月 ホール催しの状況に

喫茶室 １０時～１７時 より出店販売を実施


