
　

　

八幡市文化センター ＜公益事業＞

映画 平成28年５月５日(木･祝) 前売   900円 ①178人 共催

「母と暮せば」 大ホール ①10時30分 当日 1,100円 ②209人 京都映画センター　　

出演　吉永小百合 ②13時30分     （自由席）

　　　　二宮和也　他

ざこば・八方・米團治三人会 大ホール 平成28年５月29日(日) 前売 3,000円 1,008人 制作協力　

出演　桂　ざこば 13時開演 当日 3,500円 米朝事務所

　　　月亭　八方     (指定席)

　　　桂　米團治　他

ＷＡＹＫＩＳ ＬＩＶＥ 小ホール 平成28年６月25日(土) 前売 1,200円 304人

～南米アンデスの旋律～ 14時開演 当日 1,500円

　出演　ＷＡＹＫＩＳ (自由席1ﾄﾞﾘﾝｸ付き)

夏休みやわた人形劇場 大ﾎｰﾙﾎﾜｲｴ 平成28年７月30日(土) 一般 前売 700円 150人

出演　人形劇団京芸 展示室 13時開演 　　 当日 800円

      やわた人形劇連絡会 こども前売 500円

　 　(おはなし屋きしゃぽっぽ) 　　 当日 600円

※２歳以下無料

(自由席)

夏休み特別企画 大ホール 平成28年8月28日(日) 参加費　一般300円 ①15人 進行　当館職員

＜舞台の裏側＞大ホール 舞台他 ①10時 小･中学生　200円 ②10人

    バックヤードツアー ②14時 飲み物付き

横笛　小泉なおみ 大ホール 平成28年9月17日(土) 前売 1,800円 586人 協力

疾風の如く－舞太鼓あすか組 18時30分開演 当日 2,000円 舞太鼓あすか組

　　　　　　 4人との奏楽－     (指定席) 能面師　中野芳春

出演　小泉なおみ(横笛)

　　　舞太鼓あすか組

映画 大ホール 平成28年9月18日(日) 前売   900円 ①131人 共催

「家族はつらいよ」 ①10時30分 当日 1,100円 ②112人 京都映画センター　　

出演　橋爪　功 ②13時30分    （自由席）

　　　吉行和子　他

京阪ｴｸｾﾚﾝﾄｺﾝｻｰﾄin MORIGUCHI 平成28年9月19日(月･祝) 前売 1,000円 160人 共催

～光り輝く音楽家たち～ 14時開演 当日 1,200円

出演　阪口実久     (自由席)

　　　ﾄﾛﾝﾎﾞｰﾝｶﾙﾃｯﾄ ﾘｰﾃﾞﾝｽﾞ

      Piano Duo Iris

      Trumpet Duo Neo

第４回 大ホール 平成28年10月10日(月･祝) 参加費 参加

スタインウェイピアノリレー 10時開演 演奏 50組

                コンサート 5分以内    500円 入場者

10分以内 1,000円 230人

主催事業実施状況

(公財)守口市文化
　　　振興事業団
(公財)枚方市文化
　　　　国際財団

守口文化
センター
エナジー
ホール

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46回 展示室 平成28年10月14日(金) 入場無料 356人 共催

   京都写真芸術家協会展 　　      ～16日(日) 京都写真芸術家協会

9時～17時

イブニングロビーコンサートVol.23 市民ロビー 平成28年11月23日(水･祝) 前売 1,800円 133人

　かとうかなこクロマチック 19時開演 当日 2,000円

　アコーディオンライブ (自由席1ﾄﾞﾘﾝｸ付き)

　出演　かとうかなこ

　　　　山田恵範(ギター)

　　　　増永雅子(アルパ)

京ﾌｨﾙｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ2016 大ホール 平成28年12月17日(土) 大人　 1,500円 513人 助成

サンタウサギのおんがくかい 11時開演 こども 1,000円

～おやこで楽しい思い出を～ (前売･当日共)

演奏　京都フィルハーモニー       (自由席)

                室内合奏団

うた　伊藤絵美

＜アウトリーチ事業＞ 平成28年11月14日(月) 南ヶ丘第二保育園 70人

京フィルおはようコンサート ①10時30分～10時50分

うた、ヴァイオリン、ピアノ ②11時20分～11時40分 橋本幼稚園 87人

＜展示事業＞ ミニ 平成28年12月15日(木) 入場無料

京フィルおはようコンサート ギャラリー           ～25日(日)

園児たちの絵画展 9時～17時30分

映画 大ホール 平成29年1月29日(日) 前売 　900円 ①299人 共催

「団地」 ①10時30分 当日 1,100円 ②230人 京都映画センター　　

出演　藤山直美 ②13時30分    （自由席）

　　　岸部一徳　他

第25回邦楽のつどい 小ホール 平成29年2月26日(日) 500円 367人 共催

～行雲流水
こううんりゅうすい 13時開演 (前売･当日共) 八幡市文化協会

　時の流れ…復興を願って～       (自由席)

関連事業

･｢行雲流水｣短歌作品展

･過去に使用した小道具展示

映画 大ホール 平成29年3月11日(土) 前売　 900円 147人 共催

「女たちの都」 13時30分 当日 1,100円 京都映画センター　　

～ワッゲンオッゲン～    （自由席）

出演　大竹しのぶ

　　　松田美由紀　他

ミニ･ギャラリー事業 ミニ 平成28年4月～平成29年3月 入場無料

年間25回開催 ギャラリー 9時～17時30分

京都府地域における
舞台芸術振興･次世代
体験推進事業

主管
邦楽のつどい
      実行委員会

①南ヶ丘
第二保育園

②橋本
　　幼稚園

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



＜共催･協力事業＞

小ホール 平成28年6月19日(日) 参加費 245人 主催

9時30分開会 一般 2,000円

中学生以下

     1,000円

第22回邦楽大会 小ホール 平成28年9月11日(日) 入場無料 200人 主催

13時開演 八幡市文化協会

第44回八幡市民文化祭 全館 平成28年10月29日(土) 入場無料 延4,000人 主催

　　　　　　30日(日) 八幡市

10時開演 八幡市教育委員会

八幡市文化協会

主管

第14回子ども文化祭 平成28年12月10日(土) 入場無料 延500人 主催

　　　　　　11日(日) 八幡市文化協会

10時開演

子ども･親子体験教室 平成28年12月10日(土) 参加費 延250人

五感でカルチャー 10時～15時 1人 100円

駅前周辺にぎわい創出事業 平成28年12月23日(金･祝) 観覧無料 延70人 主催

関連イベント 18時開演 (立見)

「にぎわいライブ」

出演　ﾌｫｰｸｸﾞﾙｰﾌﾟ ドリーミン

「にぎわい寄席」 平成29年1月14日(土) 観覧無料 延40人

出演　渚家六丸 18時開演 (20席+立見)

　　　渚家円突

小ホール 平成29年1月22日(日) 入場無料 450人 主催

13時30分開演

おやじたちのコンサート 大ホール 平成29年2月5日(日) 入場無料 780人 主催

パートⅥ 13時開演

出演　公募10バンド

ｹﾞｽﾄ　シモンズYumi 協賛

　　　～田中ゆみ～ (株)JEUGIA

協力

併設　 ホワイエ 一般社団法人

懐かしのﾚｺｰﾄﾞｼﾞｬｹｯﾄ展 　　　八幡市観光協会

KBS京都

＜収益事業＞

喫茶室の運営 平成28年4月～平成29年3月
10時～17時 ホール催し状況により

出店販売を実施

実施期間等

八幡市佐藤康光杯争奪
将棋大会実行委員会

NPO法人
八幡まちおこしの会

第44回八幡市民
文化祭実行委員会

八幡市文化協会
市民コーラスの
　つどい実行委員会

八幡市駅前
ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ館

小ホール他

備考

おやじたちのｺﾝｻｰﾄ
　　　　　実行委員会

第18回佐藤康光杯争奪
              将棋大会

第27回市民コーラスのつどい

事　　業　　名

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考


