
主催事業実施状況 (平成２７年度)

八幡市文化センター ＜公益事業＞

催 物 名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

倍賞千恵子トークショー 大ホール 平成２７年４月４日 (土) 一般 前売 1,800円 866人

１４時開演 当日 2,000円

シニア等

前売 1,600円

当日 1,800円

（指定席）

倍賞千恵子ポスター＆レコード 展示室 平成２７年４月２日（木） 入場無料 700人

ジャケットコレクション ～４日（土）

１０時～１６時

映画 大ホール 平成２７年５月６日 (水・祝) 一般 前売 1,000円 ①195人 共催

「燦燦」 ①１３時３０分上映 当日 1,300円 ② 42人 京都映画センター

出演 吉行和子 ②１５時２０分上映 シニア等

山本 學 ほか 前売 800円

当日 1,000円

（自由席）

文珍南光二人会 大ホール 平成２７年５月１０日（日） 前売 3,000円 1,124人 協力

出演 桂 文珍 １４時開演 当日 3,500円 米朝事務所

桂 南光 （指定席）

桂 佐ん吉

第５２回京都合唱祭 大ホール 平成２７年 ３日間共通券 810円 延7,000人 共催

併催 第38回全日本おかあさん ５月３０日 (土) （自由席） 京都府合唱連盟

コーラス関西支部京都大会 １１時～１８時１０分

５月３１日（日）

１０時～１８時１０分

６月７日(日)

１０時３０分～１９時２０分

京阪エクセレントコンサートin 枚方市 平成２７年６月２０日 (土) 前売 1,000円 118人 共催

HIRAKATA 市民会館 １４時開演 当日 1,200円 （公財）枚方市

出演 松井山手トリオ 大ホール （自由席） 文化国際財団

Trio Vert （公財）守口市

Ｓｏｕｆｆｌｅ 文化振興事業団

Cａｌｍ Ｆｅｌｉｃｅ

１５周年記念コンサート 大ホール 平成２７年８月８日 (土) 4,800円（前売・当日共） 827人 共催

吉田兄弟～三味線だけの １８時開演 （指定席） （株）エムズ

世界～ プロデュース

映画 大ホール 平成２７年８月２９日（土） 一般 前売 1,000円 240人 共催

「紙の月」 １３時３０分上映 当日 1,300円 京都映画センター

出演 宮沢りえ シニア等

池松壮亮 ほか 前売 800円

当日 1,000円

（自由席）

NHK公開収録「ベストオブ 大ホール 平成２７年９月１９日（土） 往復ハガキで事前申込み 995人 共催

クラシック」 １４時開演 （指定席） ＮＨＫ京都放送局

出演 松山冴花（バイオリン）

津田裕也（ピアノ））



催 物 名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

映画 大ホール 平成２７年１０月１７日（土） 一般 前売 1,000円 278人 共催

「愛を積むひと」 １３時３０分上映 当日 1,300円 京都映画センター

出演 佐藤浩市 シニア等

樋口可南子 ほか 前売 800円

当日 1,000円

（自由席）

イブニングロビー 市民ロビー 平成２７年１１月７日（土） 前売 2,500円 156人

コンサートvol.22 １９時開演 当日 3,000円

通崎睦美 木琴の調べ （自由席、１ドリンク付）

出演 通崎睦美（木琴）

笹まり恵（ピアノ）

京フィルクリスマス 大ホール 平成２７年１２月２０日 (日) 大人 1,500円 984人 助成

コンサート２０１５ １１時開演 こども 1,000円 京都府地域における

サンタウサギのおんがくかい （前売・当日共） 舞台芸術振興・次世代

～おやこで楽しい思い出を～ （自由席） 体験推進事業

演奏 京都フィルハーモニー

室内合奏団

うた 伊藤絵美

＜アウトリーチ事業＞ 平成２７年１２月１日 (火）

京フィルおはようコンサート ①みその ①１０時３０分～１０時５０分 みその保育園

うた、フルート、ピアノ 保育園 102人

②八幡第二 ②１１時２０分～１１時４０分 八幡第二

幼稚園 幼稚園

28人

＜展示事業＞ ミニ 平成２７年１２月１７日（木） 1,100人

京フィルおはようコンサート ギャラリー ～２３日（水・祝）

園児による絵画展 ９時～１７時３０分

第１４回やわた市民音楽祭 大ホール 平成２８年１月３１日（日） 前売 1,500円 1,152人 助成

平野一郎作曲 １５時開演 当日 1,800円 （一財）自治総合

「八幡大縁起」 （自由席） センター

～四人の独唱、混声合唱と 平成27年度地域の芸

オーケストラによる民俗誌～ 術環境づくり助成事業

シベリウス作曲

交響詩「フィンランディア」 共催

ベートーヴェン作曲 八幡市文化協会

交響曲第５番「運命」

音楽監督・指揮 藏野雅彦

ソプラノ 吉川真澄

アルト 橋爪万里子

テノール 大槻孝志

バス 片桐直樹

合唱 やわた市民音楽祭

「八幡大縁起」合唱団

管弦楽 八幡市民オーケストラ

映画 大ホール 平成２８年２月１１日（木・祝） 一般 前売 1,000円 405人 共催

「あん」 １３時３０分上映 当日 1,300円 京都映画センター

出演 樹木希林 シニア等

永瀬正敏 ほか 前売 800円

当日 1,000円

（自由席）

第２４回邦楽のつどい 小ホール 平成２８年２月２８日（日） 500円（前売・当日共） 392人 共催

「千紫万紅」 １３時開演 （自由席） 八幡市文化協会
せん し ばんこう

主管

邦楽のつどい

実行委員会



催 物 名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

第４５回京都写真芸術家協会展 展示室 平成２７年１０月１６日(金)～ 入場無料 344人 共催

１８日(日)

９時～１７時 京都写真芸術家協会

ミニ・ギャラリー事業 ミニ 平成２７年４月～平成２８年３月 入場無料 11,000人

年間31回開催 ギャラリー ９時～１７時３０分

＜協力事業＞

催 物 名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備 考

おやじたちのコンサート 大ホール 平成２８年３月６日(日) 入場無料 812人 主催

パートⅤ １３時開演 おやじたちのコンサート

出演 １１バンド 実行委員会

ザ・ぼん

（羽川英樹、西田基一） 協賛

(一社）八幡市観光

併設 懐かしのレコード ホワイエ 協会

ジャケット展 (株)ＪＥＵＧＩＡ

協力

ＫＢＳ京都

＜収益事業＞

事 業 名 実施期間等 備 考

喫茶室の運営 通年 ホール催し状況より出店販売を実施

１０時～１７時


