
　

　

八幡市文化センター ＜公益事業＞

市制施行40周年記念事業 平成29年４月８日(土) 一般 前売3,500円

「四月は君の嘘」 大ホール 15時開演 　　 当日4,000円 440人

クラシックコンサート2017 学生前売2,000円

出演　Vn.篠原悠那 　　 当日2,500円

　　　Pf.阪田知樹 （指定席）

　　ゲストVn.ＮＡＯＴＯ

映画 大ホール 平成29年５月７日(日) 前売   900円 ①160人 共催

「湯を沸かすほどの熱い愛」 ①10時30分 当日 1,100円 ②135人 京都映画センター　　

出演　宮沢りえ ②13時30分    （自由席） 計295人

　　　杉咲花

　　　オダギリジョー　他

北海道歌旅座 小ホール 平成29年６月10日(土) 前売 2,200円 共催

昭和ノスタルジアコンサート 15時開演 当日 2,500円 143人 北海道歌旅座

　出演　Vo　JUNCO (自由席1ﾄﾞﾘﾝｸ付き)

　　　　Vn. 高杉奈梨子　他

桂南光独演会 小ホール 平成29年６月24日(土) 前売 3,000円 制作協力　

出演　桂　南光　他 14時開演 当日 3,500円 387人 米朝事務所

    (指定席)

映画 大ホール 平成29年７月９日(日) 前売   900円 ①207人 共催

「オケ老人」 ①13時20分 当日 1,100円 ②64人 （株）シネマ･ワーク

出演　杏　左とん平 ②15時30分    （自由席） 計271人

　　　小松政夫　他

夏休みやわた人形劇場 大ﾎｰﾙﾎﾜｲｴ 平成29年７月29日(土) 一般 前売 700円

出演　人形劇団京芸 展示室 11時開演 　　 当日 800円 101人

　 　(おもしろげきじょう) こども前売 500円

      やわた人形劇連絡会 　　 当日 600円

　 　(人形劇団たまてばこ) ※２歳以下無料

(自由席)

楽器がなくても大丈夫！ 練習室 平成29年８月３日(木) 受講料　8,500円 ①10人 協力

　　　　　　　３ヶ月で学ぶ リハーサル室 　　  ～10月19日（木） ※楽器レンタル、 ②10人 （株）ＪＥＵＧＩＡ

はじめてのウクレレ 　全9回 テキスト代含む 計20人

講師　羽賀勇介（ウクレレ講師） ①9時30分　②11時

夏休み特別企画 大ホール 平成29年８月27日(日) 参加費　一般300円 進行　当館職員

＜舞台の裏側＞大ホール 舞台他 10時30分～ 小･中学生　200円 24人

    バックヤードツアー 飲み物付き

気軽にクラシック ホワイエ 平成29年８月27日(日) 前売 1,200円

昼下がりの音楽会 15時開演 ※当日共 66人

「ＴＲＵＭＰＥＴ名曲選」 (自由席1ﾄﾞﾘﾝｸ付き)

出演　Trp.肥後徹士

　　　Pf.明石幸大

京阪沿線で活躍する 平成29年９月９日(土) 前売 1,000円 共催

新進のクラシック音楽家による 14時開演 当日 1,200円 202人

「京阪ｴｸｾﾚﾝﾄｺﾝｻｰﾄin YAWATA」 ※出演者公募選考     (自由席)

Pf.久徳清鈴　Pf.三村詩音

アンサンブル･ピタゴラサウンズ

（Vn.Pf.）　Hp.松尾徳子

クラリネットカルテット

　　　Ｏｃｔｏ Ｐａｚｚｏ

小ホール

(公財)守口市文化
　　　振興事業団
(公財)枚方市文化
　　　　国際財団

主催事業実施状況

催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考



市制施行40周年記念事業 大ホール 平成29年９月18日(月･祝) 一般 前売2,000円

川口兄弟ピアノコンサート 15時開演 　　 当日2,500円 667人

スイート&エキサイティング！ 学生前売1,500円

ピアノデュオの世界 　　 当日2,000円

出演　川口晃祐（兄）智輝（弟） （自由席）

特別イベント リハーサル室 11時開始 参加公募 　　 9人 講師　川口兄弟

－ピアノ連弾の楽しみ方－ ※高校生以下

映画 大ホール 平成29年10月７日(土) 前売   900円 ①80人 共催

「永い言い訳」 ①10時30分 当日 1,100円 ②134人 京都映画センター　　

出演　本木雅弘 ②13時30分    （自由席） 計214人

　　　深津絵里　

　　　竹原ピストル　他

第47回京都写真芸術家協会展 展示室 平成29年10月13日(金) 入場無料 共催

　　      ～15日(日) 287人 京都写真芸術家協会

9時～17時※最終日16時まで

京都写真芸術家協会会員による 平成29年10月15日(日) 無料 　　15人

　展示解説 13時30分～

市制施行40周年記念事業 大ホール 平成29年11月30日(木) 観覧公募（無料） 共催

ＮＨＫ公開派遣収録番組 18時15分開演 ※往復はがき 1,023人 ＮＨＫ京都放送局

「五木先生の歌う！ＳＨＯＷ学校」 10/31（火）必着 八幡市

出演　五木ひろし 　（指定席）

　　　水森かおり

　　　山内惠介

　　　福田こうへい　他

京ﾌｨﾙｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ2017 大ホール 平成29年12月16日(土) 大人　 1,500円 助成

サンタウサギのおんがくかい 11時開演 こども 　800円 829人

演奏　京都フィルハーモニー 親子ペア券

                室内合奏団 　　　 2,000円

うた　伊藤絵美 　（自由席）

＜アウトリーチ事業＞ 平成29年10月30日（月） 無料 ①70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 ②87人

＜展示事業＞ ミニ 平成29年12月14日（木） 入場無料

京フィルおはようコンサート ギャラリー 　　       ～24日(日)

園児による絵画展 9時～17時30分

結成20周年記念ツアー 大ホール 平成29年12月17日(日) 先輩席 7,920円 共催

氣志團「リーゼント魂」 17時30分開演 後輩席 6,920円 完売 ＧＲＥＥＮＳ

出演　氣志團    （指定席）

市制施行40周年記念事業 大ホール 平成30年１月20日(土) 一般 前売2,000円 共催

「宝くじまちの音楽会」 17時30分開演 　　 当日2,500円 1,200人 （一財）自治総合センター

南こうせつwithウー・ファン 　　（指定席） 八幡市

～心のうたコンサート～ ※八幡市民合唱団は音楽連盟 協力

出演　南こうせつ 会員より公募。 八幡市文化協会

　　　ウー・ファン（古箏） （音楽連盟）

宝くじまちの音楽会八幡市民合唱団

市制施行40周年記念事業 大ホール 平成30年２月11日(日) 前売･当日とも500円 共催

音楽連盟発足20周年記念事業 13時開演 　（自由席） 820人 八幡市文化協会

第15回やわた市民音楽祭 （音楽連盟）

～夢・希望・未来～

京都府地域における
舞台芸術振興･次世代
体験推進事業

①南ヶ丘保
育園

②第三幼稚
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



第26回邦楽のつどい 小ホール 平成30年２月25日(日) 一般　　　500円 主管

－やわた絵巻－ 13時開演 　　（自由席） 287人 邦楽のつどい実行委員会

四季を想い　舞い唄う

関連事業 4階ロビー 観覧無料 協力

「やわた絵巻」短歌作品展 八幡市文化協会

（短歌部会）

映画 大ホール 平成30年３月10日(土) 前売   900円 ①232人 共催

「人生フルーツ」 ①10時30分 当日 1,100円 ②265人 京都映画センター　　

※ドキュメンタリー映画 ②13時30分    （自由席） 計497人

ミニ･ギャラリー事業 ミニ 平成29年4月～平成30年3月 入場無料

年間25回開催 ギャラリー 9時～17時30分

＜共催･協力事業＞

市制施行40周年記念事業 小ホール 平成29年6月18日(日) 参加費 255人 主催

第19回佐藤康光杯争奪将棋大会 9時30分開会 一般 2,000円

中学生以下

     1,000円

市制施行40周年記念事業 大ホール 平成29年7月30日(日) 前売   800円 600人 主催

第６回ダンスフェスティバル 13時30分開演 当日 1,000円 八幡市文化協会

　　　　in　YAWATA    （自由席） 主管

市制施行40周年記念事業 小ホール 平成29年9月10日(日) 入場無料 150人 主催

第23回邦楽大会 13時開演 八幡市文化協会

（邦楽連盟）

市制施行40周年記念事業 全館 平成29年10月28日(土) 入場無料 延べ 主催

第45回八幡市民文化祭 　　　　　　29日(日) 3,500人 八幡市

10時開演 八幡市教育委員会

八幡市文化協会

主管

市制施行40周年記念・ 平成29年11月５日(日) 入場無料 主催

八幡市民文化祭45回記念事業 13時30分開演 ※整理券 980人 八幡市文化協会

未来につなごう文化の 共催

　　　　　　光コンサート 八幡市・八幡市教育委員会

出演　横笛　小泉なおみ 制作協力

　　　太鼓　あすか組 八幡市文化センター

　　　尺八　折本慶太

　　　　　　市民有志

＜収益事業＞

喫茶室の運営 平成29年4月～平成30年3月
ホール催し状況により
出店販売を実施

11時～15時

八幡市佐藤康光杯争奪
将棋大会実行委員会

ﾀﾞﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
実行委員会

第45回八幡市民
文化祭実行委員会

大ホール

事　　業　　名 実施期間等 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


