
松花堂庭園･美術館

 ●庭園事業（公益事業）

第28回松花堂つばき展 庭園全体 平成28年4月１日（金） 一般 600円 1,735人 共催

　　　　　～3日（日） 学生 500円 やわた椿愛好会

3日間　9時～17時 小･中学生 協力

     300円 八幡市文化協会

　関連事業 美術館別館 山口椿園

　　祝国宝石清水八幡宮パネル展

松花堂日曜茶席 茶室｢竹隠｣ 前期  4月～5月 茶席券 600円 前期 共催

後期 10月～11月,3月 （入園料別） 289人 八幡市文化協会

各日曜日 全20回 後期 

10時～15時 452人

松花堂月釜会 庭園茶室他 平成28年4月～平成29年3月 茶席券 800円 1,151人 主催

月1回　第2日曜日 （入園料別） 松花堂月釜会

1,8,10月除く　全9回

10時～15時

松花堂書道教室 美術館別館 平成28年4月～平成29年3月 参加費 2,000円 参加　 共催

ギャラリー２ 土曜日　全22回 　　　　（月額） 60人 八幡市文化協会

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28年5月～平成29年2月 参加費 参加 主催

茶道･華道 会議室他 第3,4土曜日　各10回 茶道 2,500円 茶道　 八幡市教育委員会

10時～12時 華道 5,000円 15人 八幡市文化協会

華道

　17人

西山　喬・ゆら展 美術館講習室 平成28年4月29日(金･祝) 入場無料 904人

～やわたとともに～       ～5月 8日(日)

9日間　10時～16時

京の七夕協賛事業 美術館回廊周辺 平成28年7月 1日(金） 無料 2,210人 協賛

　松花堂七夕まつり          ～24日(日) 京の七夕実行委員会

　～短冊に願いをこめて～ 21日間 協力

京都府

　松花堂七夕茶会 茶室｢松隠｣ 平成28年7月3日(日) 茶席券 400円 52人

10時～15時 （入園料別）

松花堂納涼寄席 美術館別館 平成28年８月28日(日) 入場料 1,800円 148人 制作協力

ギャラリー１ 16時開演 吉兆特別弁当付 米朝事務所

       6,000円

（入園料込）

書道体験教室 美術館別館 平成28年10月～平成29年3月 参加費 5,000円 13人 指導

やわたこども書道教室 ギャラリー２ 土曜日　全10回 　　　(全10回) 八幡市文化協会

10時～11時30分

松花堂水石名品展 美術館別館 平成28年10月 8日(土) 観覧無料 528人 共催

ギャラリー１           ～16日(日) （入園料別） 九十九会有志

9時～16時

立命館大学
　　　茶道研究部

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



 ●庭園事業（公益事業）つづき

第34回松花堂忌茶会 茶室｢松隠｣ 平成28年10月9日(日) 席券 5,000円 157人 共催

美術館別館 8時40分～14時40分 （入園料込） 松花堂月釜会

吉兆松花堂店

松花堂香道教室 美術館別館 平成28年10月15日(土) 参加費 6,000円 15人 講師

会議室１             29日(土) 　　　(5回分) 増田　堯興氏

        11月12日(土) （香道御家流師範）

            19日(土)

        12月10日(土)

全5回　10時～12時

庭園アート事業 茶室｢梅隠｣ 平成28年12月 3日(土) 無料 833人 協力

国谷　隆志　Bai-in           ～18日(日) （入園料別） Gallery PARC

14日間　9時～16時30分

新年初釜会 茶室｢松隠｣ 平成29年1月8日(日) 茶席券 5,000円 73人 共催

吉兆松花堂店 10時～13時45分 （入園料込） 八幡市文化協会

松花堂月釜会

花の祭典in松花堂

松花堂新春洋蘭展 美術館別館 平成29年1月7日(土) 無料 253人 共催

ギャラリー２          ～9日(月･祝) （入園料別） 八幡市文化協会

3日間　10時～16時

第15回松花堂いけ花展 美術館講習室 平成29年2月10日(金) 無料 317人

         ～12日(日)

3日間　10時～16時

2017フラワーデザイン展 美術館別館 平成29年2月4日(土) 無料 424人 共催

ギャラリー１ 　　　　　 5日(日) （入園料別） フラワーサークルモナ

2日間　10時～16時

第20回松花堂新春書初め席書大会 美術館別館 平成29年１月22日(日) 無料 85人 席書大会　主催

ギャラリー２ 9時30分～15時  八幡市

 八幡市教育委員会

協力

 八幡市文化協会

第20回松花堂新春書初め 美術館ロビー 平成29年1月24日(火) 756人 書き初め展　共催

　　　　　　　　　席書大会･ 講習室       ～2月 5日(日)  八幡市文化協会

第36回書初め展合同作品展 12日間　9時～17時  主管

 第36回書初め展

        実行委員会

第8回松花堂新春能面展 美術館別館 平成29年1月27日(金) 無料 173人 共催

　同時開催　杉山　隆 ギャラリー１          ～29日(日) （入園料別） 中野ワールド能面

　　　　　布掛け軸作品展 会議室２ 3日間　9時～16時

特別企画 平成29年1月28日(土)

松本ちひろﾌﾙｰﾄｺﾝｻｰﾄ 13時開演

松花堂学生茶会 茶室｢松隠｣ 平成29年2月19日(日) 茶席券 300円 68人 協力

10時～14時 （入園料別） 京都府立

  京都八幡高等学校

         伝統文化部

第10回松花堂ひな祭り寄席 美術館別館 平成29年3月5日(日) 入場料 800円 138人 出演

ギャラリー１ 14時開演 吉兆特別弁当付 落語ｻｰｸﾙなぎさの会

       5,000円

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



 ●庭園事業（公益事業）つづき

年度継続事業 庭園全体 平成29年3月31日（金） 一般 600円 28年度 共催

第29回松花堂つばき展 　　　～4月 2日（日） 学生 500円 411人 やわた椿愛好会

3日間　9時～17時 小･中学生 協力

     300円 八幡市文化協会

山口椿園

資生堂

 ●庭園事業（収益事業）

昭乗広場DEフリマ 昭乗広場 平成28年5月15日(日) 参加費　500円 出店36ﾌﾞｰｽ 参加者一般募集

10時～14時 来場者350人

平成28年12月4日(日) 出店36ﾌﾞｰｽ

10時～13時 来場者300人

●美術館事業（公益事業）

年度継続事業 美術館展示室 平成28年3月19日(土) 一般 500円 28年度 協力

平成28年春季展       ～5月 8日(日) 学生 400円 2,356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 通期

「小早川ｺﾚｸｼｮﾝ」 28年度　33日間 2,925人

　　麗しのマイセン人形 9時～17時

学芸員によるみどころ解説 3月26日(土)　4月16日(土) 要観覧料 80人 当館学芸員

ギャラリートーク 4月30日(土)　5月7日(土)

14時～

平成28年度館蔵品展Ⅰ 美術館展示室 平成28年5月21日(土) 一般 400円 743人

小特集       ～6月26日(日) 学生 300円

八幡にねむる茶陶 32日間　9時～17時 高校生以下無料

-出土資料にみる近世の様子-

ミニトーク 平成28年6月4日(土) 要観覧料 17人 講師

八幡の桃山茶陶　 14時～ 小森　俊寛氏

　　小特集にまつわる短いお話 （京都平安文化財顧問）

学芸員によるみどころ解説 5月28日(土) 20人 当館学芸員

ギャラリートーク 6月18日(土) 25日(土)

14時～

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



●美術館事業（公益事業）

平成28年度館蔵品展Ⅱ 美術館展示室 平成28年9月10日(土) 一般 400円 583人

小特集      ～10月10日(月･祝) 学生 300円

生誕130年　吉井　勇 27日間　9時～17時 高校生以下無料

ミニトーク 平成28年9月25日(土) 要観覧料 23人 講師

生誕130年 14時～ 古川　章氏

吉井　勇と八幡こぼれ話 （エッセイスト）

学芸員によるみどころ解説  9月19日(月･祝) 30人 当館学芸員

ギャラリートーク 10月10日(月･祝)

14時～

国宝指定記念特別展 美術館展示室 平成28年10月29日(土) 一般 600円 4,381人 共催

石清水八幡宮をめぐる       ～12月11日(日) 学生 500円 石清水八幡宮

　　　　　８つのエピソード 前期:10月29日～11月20日 高校生以下無料

後期:11月22日～12月11日

38日間　9時～17時

講演会 美術館講習室 平成28年11月20日(日) 無料　要申込 98人 講師

「石清水八幡宮本社に 13時30分～ 鍛代　敏雄氏

　　　　まつわるエピソード

-文献が語る知られざる歴史-」

石清水八幡宮神官による 美術館展示室 11月5日(土) 26日(土) 要観覧料 63人 石清水八幡宮神官

みどころ解説 12月3日(土)

スペシャルギャラリートーク 14時～

学芸員によるみどころ解説 11月 3日(木･祝) 13日(日) 51人 当館学芸員

ギャラリートーク 11月23日(水･祝)

11時～

平成28年度館蔵品展Ⅲ 美術館展示室 平成29年1月14日(土) 一般 400円 653人

小特集       ～2月19日(日) 学生 300円

鳥とりどり 32日間　9時～17時 高校生以下無料

ミニトーク 平成29年2月4日(土) 要観覧料 17人 講師

狩野安信筆 11時～ 門脇　むつみ

「松竹梅図屏風」について

学芸員によるみどころ解説 1月21日(土)　1月28日(土) 20人 当館学芸員

ギャラリートーク 2月11日(土･祝)

14時～

年度継続事業 美術館展示室 平成29年3月14日(火) 一般 500円 28年度

平成29年春季展　BENTO       ～5月 7日(日) 学生 400円 547人

お弁当箱－目で味わう器－ 前期:3月14日～4月9日 高校生以下無料

後期:4月11日～5月7日

48日間　9時～17時

ミニトーク 平成29年4月15日(土) 講師

お弁当箱の魅力 14時～ 影山　純夫

学芸員によるみどころ解説 3月18日(土) 25日(土) 要観覧料 28年度 当館学芸員

ギャラリートーク 4月29日(土･祝)　5月6日(土) 15人

14時～

(当館学芸顧問･
    神戸大学名誉教授）

（東北福祉大学教授･
 石清水八幡宮研究所
           主任研究員）

（当館学芸顧問
　　 　  　･美術史家）

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



●美術館事業（公益事業）

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

講演会等　年2回開催 15人

研究報告会 平成28年4月9日(土) 資料代 500円 37人

10時30分～

特別講演会 平成28年10月30日(日) 資料代 300円 70人 講師

「石清水八幡宮と松花堂昭乗」 13時30分～ 橋本　政宣氏

（東京大学名誉教授）

研究報告会 平成29年3月11日(土) 資料代 500円 45人 講師

講演会 研究報告会 深谷　信子氏

　「小堀遠州と松花堂昭乗        10時30分～12時 （茶道史研究家）

　　　　　　の茶室　閑雲軒」 講演会 13時30分～15時

●美術館事業（収益事業）

松花堂庭園･美術館

ミュージアムショップの運営

●八幡市受託事業（公益事業）

お茶の京都in松花堂 茶室｢松隠｣ 平成28年11月27日(日) 共通券 3,000円 161人

茶室｢竹隠｣ 10時～ 本席券   500円

茶室｢梅隠｣ 副席券   500円

美術館別館 点心券 2,000円

●文化財公開事業（公益事業）

平成28年度 庭園 平成28年10月29日(土) 大人 　800円 2,273人 主催

秋期京都非公開文化財特別公開 美術館展示室       ～11月 6日(日) 中高生 400円 公益財団法人

京都古文化保存協会

国宝指定記念特別展

●共催事業

第34回八幡市展 美術館講習室 平成29年3月18日(土) 観覧無料 300人 主催

         ～20日(月･祝) 参加費 1,200円 八幡市文化協会

10時～17時 主管

第34回八幡市展

　　　　実行委員会

｢石清水八幡宮をめぐる８つの
   エピソード｣開催期間中に実施

事　　業　　名 備考

事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

実施期間等

平成28年4月～平成29年3月
10時～17時

事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考


