
松花堂庭園・美術館

●庭園事業（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

第２７回松花堂つばき展 庭園全体 平成２７年４月３日(金） おとな 600円 共催

～５日(日） 学 生 500円 1,654人 八幡市文化協会

３日間 小中学生 300円 やわた椿愛好会

９時～１７時 協力

特別企画 美術館別館 山口椿園

クレイクラフト「椿」 会議室４ 出品協力

～雅な美しさに惹かれて～ DECOクレイクラフト坂手裕子

松花堂日曜茶席 茶室「竹隠」 春期 ４月～６月 茶席券 600円 春期 384人 共催

ほか 秋期 ９月～１１・３月 （入園料別） 秋期 497人 八幡市文化協会

各日曜日 全２４回

１０時～１５時

松花堂月釜会 庭園茶室他 平成２７年４月～ 茶席券 800円 前期 691人 主催

平成２８年３月 （入園料別） 後期 480人 松花堂月釜会

月１回第２日曜日

８,１０,１月除く 全９回

１０時～１５時

松花堂こども書道教室 美術館別館 平成２７年４月～ 参加費 1,000円 参加 59人 共催

ギャラリー２ 平成２８年３月 （1回） 八幡市文化協会

全２２回（月2回 土曜日8月除く） 教材費含む

１０時～１１時３０分

１３時～１４時３０分

子どもわくわく教室 美術館別館 平成２７年５月～ 参加費 参加 共催

華道・茶道 会議室 平成２８年２月 茶道 250円（1回） 茶道 20人 八幡市教育委員会

１０回（月1回 土曜日） 華道 500円（1回） 華道 20人 八幡市文化協会

１０時～１２時

松花堂納涼寄席 美術館別館 平成２７年８月３０日（日） 入場料 1,800円 123人 協力 米朝事務所

ギャラリー１ １６時開演 吉兆の特別弁当付 24人

6,000円

第３３回松花堂忌茶会 茶室「松隠」 平成２７年１０月１１日（日） 茶席券 5,000円 146人 共催

美術館別館 ８時４０分～１６時 吉兆点心付き 松花堂月釜会

（入園料込）

松花堂水石名品展 美術館別館 平成２７年１０月１０日（土） 観覧無料 832人 共催

ギャラリー１ ～１８日（日） （入園料別） 九十九会有志

７日間

９時～１６時

松花堂初釜会 茶室「松隠」 平成２８年１月１０日（日） 茶席券 5,000円 73人 共催

１０時４５分 ～１４時３０分 吉兆点心付き 八幡市文化協会

（入園料込） 松花堂月釜会



●庭園事業（公益事業）つづき

催 物 名 実施施設等 開催日時 入場料金等 入場者数等 備 考

花の祭典in松花堂 美術館別館 平成２８年１月９日（土）～ 無料 （入園料別）

松花堂新春洋蘭展 ギャラリー２ １１日（月・祝） 468人 共催

３日間 八幡市文化協会

１０時～１６時

第14回松花堂いけ花展 美術館講習室 平成２８年２月５日（金）～ 無料

７日（日） 409人

３日間

１０時～１６時

第１９回松花堂 美術館別館 平成２８年１月１７日（日） 無料

新春書初め席書大会 ギャラリー２ ９時３０分～１５時 100人 共催

八幡市教育委員会

八幡市文化協会

第１９回松花堂新春書初め席書大会 美術館ロビー 平成２８年１月１９日（火）～ 無料

・第３５回書初め展合同作品展 講習室 ３１日（日）１３日間 802人

９時～１７時

第7回松花堂新春能面展 美術館別館 平成２８年１月２９日（金）～ 無料 （入園料別）

ギャラリー１ ３１日（日） 195人 共催

３日間 中野ワールド能面

９時～１６時

松花堂学生茶会 茶室「松隠」 平成２８年２月２１日（日） 茶席券 300円 協力

１０時～１４時 （入園料別） 81人 京都府立京都八幡高校

第9回松花堂ひな祭り寄席 美術館別館 平成２８年３月６日（日） 一般 800円 137人 出演

ギャラリー１ １４時開演 落語サークルなぎさの会

吉兆の特別弁当付 8人

5,000円

●庭園事業（収益事業）

催 物 名 実施施設等 開催日時 入場料金等 入場者数等 備 考

プリマヴェーラ室内合奏団 平成２７年１２月１３日（日） 10,000円 37人 主催

による １７時３０分～２０時３０分 （特別料理付き） プリマヴェーラ室内

～聖夜の調べin吉兆～ 合奏団

京都吉兆

CLASSIC in KITCHO 松花堂店 平成２８年３月５日（土） 10,000円 29人 主催

ピアノ三重奏 １８時～２０時３０分 （特別料理付き） （公財）やわた市民

～春の宵に花咲く調べ～ 文化事業団

昭乗広場ＤＥフリマ 昭乗広場 平成２７年５月１７日（日） 参加費 500円 出店34ブース 参加者一般募集

１０時～１４時 来場者250人

平成２７年９月２１日（月・祝） 出店35ブース

１０時～１４時 来場者400人



●美術館事業（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

年度継続事業 美術館展示室 平成２７年３月１３日（金） 大人 400円 ２７年度 京都府受託事業

平成２７年春季展 ～５月６日（水・祝） 学生 300円 1,717人 共催 京都府

日本画 こころの京都 ２６年度１６日間／２７年度３２日間 高校生以下無料 通期

巡回展 ４８日間 2,258人

９時～１７時

Ⅰ期３月１３日(金)～３月２９日(日)

Ⅱ期３月３１日(火)～４月１９日(日)

Ⅲ期４月２１日(火)～５月６日(水・祝)

学芸員による 美術館展示室 ３月２１日(土・祝） ４月１８日（土) 要観覧料 41人 当館学芸員

ギャラリートーク ５月２日(土)

１４時開始

平成２７年館蔵品展Ⅰ 美術館展示室 平成２７年５月２３日（土） 大人 400円 934人

（小特集） ～６月２８日（日） 学生 300円

松花堂、ユーモアの系譜 ３２日間 高校生以下無料

９時～１７時

学芸員による 美術館展示室 ５月３０日（土） ６月６日（土） 要観覧料 28人 当館学芸員

ギャラリートーク ６月２７日（土）

１４時開始

平成２７年館蔵品展Ⅱ 美術館展示室 平成２７年９月１８日（金） 大人 400円

（小特集） ～１１月１日（日） 学生 300円 1,042人

近代、「松花堂会」の発足 ３９日間 高校生以下無料

９時～１７時

前期 ９月１８日(金)～１０月１２日(月・祝）

後期 １０月１４日(水)～１１月１日（日）

学芸員による 美術館展示室 ９月２６日(土) １０月２４日（土） 要観覧料 11人 当館学芸員

ギャラリートーク １４時開始

特別展 美術館展示室 平成２７年１１月７日（土） 大人 600円 共催

ようこそ、神と仏の男山へ ～１２月１３日（日） 学生 500円 2,178人 （一財）国分聖徳

－石清水八幡宮太子堂 ３２日間 高校生以下無料 太子会

の遺宝－ ９時～１７時 石清水八幡宮

講演会 美術館講習室 平成２７年１１月１５日（日） 要申込 無料 80人 講師 伊東史朗 氏

「石清水八幡宮太子堂の遺宝」 １３時３０分 （和歌山県立博物館館長）

学芸員による 美術館展示室 １１月２１日（土）２８日(土） 要観覧料 72人 当館学芸員

ギャラリートーク １２月５日（土）１４時開始

平成２７年度館蔵品展Ⅲ 美術館展示室 平成２８年１月１６日(土） 大人 400円

（小特集） ～３月６日(日) 学生 300円 718人

八幡ゆかりのやきもの ４４日間 高校生以下無料

「南山焼」 ９時～１７時

前期 １月１６日(土)～２月７日(日）

後期 ２月 ９日(火)～３月６日（日）

ミニトーク 美術館展示室 平成２８年１月３０日(土） 要観覧料 15人 講師 影山純夫 氏

「はじめての南山焼」 ロビー １４時開始 （学芸顧問）

学芸員による 美術館展示室 １月２３日（土） ２月６日（土） 要観覧料 29人 当館学芸員

ギャラリートーク ２月２０日（土） ３月５日（土）

１４時開始



●美術館事業（公益事業）つづき

催 物 名 実施施設等 開催日時 入場料金等 入場者数等 備 考

年度継続事業 春季展 美術館展示室 平成２８年３月１９日（土） 大人 500円 協力

麗しのマイセン人形 ～５月８日（日） 学生 400円 569人 岐阜県現代陶芸美術館

－岐阜県現代陶芸美術館 ２７年度 １１日間 高校生以下無料 (3月のみ)

小早川コレクション－ ２８年度 ３３日間

学芸員による 美術館展示室 ３月２６日（土）４月１６日（土） 要観覧料 21人 当館学芸員

ギャラリートーク ４月３０日（土）５月７日（土） (3月のみ)

１４時開始

松花堂昭乗研究所 美術館講習室 毎月１回研究会開講 参加費 6,000円 研究生 17人

年２回講演会等開催

特別講演会 平成２７年１２月６日（日） 資料代 300円 講師 中部義隆氏

「琳派と松花堂」 １３時３０分 60人 大和文華館学芸部長

－尾形光琳の松花堂学習－

特別行事 八幡市 平成２８年３月１２日（土） 無料 研究生 17人 主催

「石清水八幡宮本社」 文化センター １３時３０分 (入場整理券必要) 八幡市

国宝指定記念事業への 大ホール 八幡市教育委員会

参加

●美術館事業（収益事業）

事 業 名 実施期間等 備 考

松花堂庭園・美術館 平成２７年４月１日（水）～平成２８年３月３１日（木）

ミュージアムショップの １０時～１７時 定休日 月曜日（祝日が月曜日の場合翌平日）

運営

事業報告附属明細書

平成27年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」
第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が、
存在しないので作成しない。

平成２８年６月
公益財団法人やわた市民文化事業団


