
松花堂庭園･美術館

 ●庭園事業（公益事業）

第29回松花堂つばき展 庭園全体 平成29年4月１日（土） 一般 600円 934人 共催

　　　　　～2日（日） 学生 500円 やわた椿愛好会

3月31日より開催で3日間 小･中学生 3/31 411人 協力

     300円 4/1 357人 八幡市文化協会

4/2 577人 山口椿園

資生堂

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） 297人 八幡市文化協会

各日曜日 全19回 後期 

10時～15時 469人

松花堂月釜会 庭園茶室他 平成29年4月～平成30年3月 茶席券 800円 主催

月1回　第2日曜日 （入園料別） 1,008人 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29年4月～平成30年3月 参加費 2,000円 参加　 共催

ギャラリー２ 　　　　（月額） 57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29年5月～平成30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23人　八幡市教育委員会

10時～12時 華道 5,000円 華道20人　　八幡市文化協会

写真展 美術館講習室 平成29年4月13日(木) 無料 483人 出品者

パンダのいる風景in松花堂       ～4月16日(日) パンダ作家大西亜由美

パンダの昔むかしのおとぎ話展 4日間　10時～16時

京の七夕協賛事業 美術館回廊周辺 平成29年7月 1日(土） 無料 1,912人 協賛

　松花堂七夕まつり          ～23日(日) 京の七夕実行委員会

　～短冊に願いをこめて～ 20日間 協力

京都府

　松花堂七夕茶会 茶室｢松隠｣ 平成29年7月2日(日) 茶席券 300円 110人

10時～15時 （入園料別）

平成29年7月9日(日) 108人

10時～15時

文化を未来に伝える次世代育み事業 美術館別館 平成29年８月20日(日) 材料代　500円 38人 協力

松花堂こども ギャラリー２ 10時～12時 （入園料込） 有限会社中村ローソク　

　　和ろうそく絵付け体験教室 14時～16時 10時 19人 助成

14時 19人 京都府

松花堂納涼寄席 美術館別館 平成29年８月27日(日) 入場料 1,800円 133人 制作協力

ギャラリー１ 16時～18時 吉兆特別弁当付 米朝事務所

       6,000円

（入園料込）

本松進一傘寿記念油彩画展 美術館講習室 平成29年9月17日（日） 無料 858人 出品者

　 　 　　　　 ～24日（日）　 　 本松進一

10時～17時

備考

京都橘大学表千家流
茶道部

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



松花堂水石名品展 美術館別館 平成29年10月 7日(土) 無料 423人 共催

ギャラリー１           ～15日(日) （入園料別） 九十九会有志

9時～16時

第35回松花堂忌茶会 茶室｢松隠｣ 平成29年10月8日(日) 席券 5,000円 162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29年10月14日(土) 参加費 6,000円 24人 講師

会議室１             28日(土) 　　　(5回分) 増田　堯興氏

        11月11日(土) 午前12人 （御家流香道師範）

            18日(土) 午後12人

        12月16日(土) 　

全5回　10時～12時

       13時30分～15時30分

庭園アート事業 茶室｢松隠｣ 平成29年11月 3日(金・祝) 無料 綺麗寂とガラス　 出品者

　　　　　～10日(金) （入園料別） 1,364人 大下邦弘

ガラス作家　大下邦弘 9時～17時 　　 　 　

「綺麗寂とガラス」（松隠） 茶室｢梅隠｣ 平成29年12月1日（金） 侘びのガラス

「侘びのガラス」（梅隠）  　　　　　～17日(日) 945人

9時～17時

 アーティストトーク 11月3日（金・祝） 27人 講師

①13時　②14時 　 大下邦弘

12月2日（土）

①14時

松花堂初釜会 茶室｢松隠｣ 平成30年1月7日(日) 茶席券 5,000円 73人 共催

　 10時～13時45分 （入園料込） 八幡市文化協会

　

花の祭典in松花堂

松花堂新春洋蘭展 美術館別館 平成30年1月6日(土) 無料 197人 共催

ギャラリー２          ～8日(月･祝) （入園料別） 八幡市文化協会

3日間　10時～16時

第16回松花堂いけ花展 美術館講習室 平成30年2月10日(土） 無料 237人

         ～12日(月･祝)

3日間　10時～16時

第21回松花堂新春書初め席書大会 美術館別館 平成30年１月21日(日) 無料 116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21回松花堂新春書初め席書大会 美術館ロビー 平成30年1月23日(火) 370人 書き初め展　共催

第37回書初め展　合同作品展 講習室     　　  ～28日(日)  八幡市文化協会

　 6日間　9時～17時  主管

 第37回書初め展

        実行委員会

松花堂学生茶会 茶室｢松隠｣ 平成30年2月11日(日･祝) 茶席券 300円 74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11回松花堂ひな祭り寄席 美術館別館 平成30年3月4日(日) 入場料 800円 144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



年度継続事業 庭園全体 平成30年3月30日（金） 一般 600円 1,085人 共催

第30回松花堂つばき展 　　　～4月 1日（日） 学生 500円 　 やわた椿愛好会

3日間　9時～17時 小･中学生 3/30　518人 協力

（最終日9時～16時）      300円 3/31　567人 八幡市文化協会

4/1　561人 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29年5月28日(日) 参加費　500円 出店35ﾌﾞｰｽ 参加者一般募集

10時～12時 来場者350人

平成29年9月3日(日) 出店34ﾌﾞｰｽ

10時～12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29年3月14日(火) 一般 500円 29年度 協力

平成29年春季展       ～5月 7日(日) 学生 400円 1,846人 お辨當箱博物館

28年度　17日間 高校生以下無料 通期 京都吉兆

お弁当箱－目であじわう器－ 29年度　33日間 2,393人 象彦

9時～17時

ミニトーク 平成29年4月15日(土） 要観覧料 25人 講師

お弁当箱の魅力 14時～ 要申込 影山　純夫氏

  (当館学芸顧問)

  (神戸大学名誉教授)

ギャラリートーク 3月18日(土)　3月25日(土) 要観覧料 86人 当館学芸員

学芸員によるみどころ解説 4月29日(土･祝)　5月6日(土)

14時～

平成29年初夏展 平成29年5月27日(土) 一般 400円 823人

異国へのあこがれ    　  ～7月2日(日) 学生 300円

32日間　9時～17時 高校生以下無料

ミニトーク 平成29年6月30日(金) 要観覧料 15人 講師

江戸の中国趣味 16時～ 要申込 影山　純夫氏

  (当館学芸顧問)

  (神戸大学名誉教授)

ギャラリートーク 6月3日(土) 6月17日（土） 要観覧料 37人 当館学芸員

学芸員によるみどころ解説 6月24日(土）

14時～

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

備考催　　物　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等



平成29年 初秋の小展示 美術館展示室 平成29年9月9日(土) 一般200円 549人

八幡のやきもの「南山焼」      ～10月9日(月･祝) 学生 100円

27日間　9時～17時 高校生以下無料

市制施行40周年記念 美術館展示室 平成29年10月28日(土) 一般 600円 2,744人 助成

開館15周年　特別展       ～12月10日(日) 学生 500円 （独法）日本芸術文化

松花堂昭乗、書画のたのしみ 前期:10月28日～11月19日 高校生以下無料 振興会

　－麗しき筆あと、愛らしき布袋－ 後期:11月21日～12月10日

38日間　9時～17時

特別講演会 美術館講習室 平成29年12月3日(日) 無料　要申込 72人 講師

「松花堂昭乗、 13時30分～ 門脇　むつみ氏

　ピュアでキュートな書画のひみつ」   (当館学芸顧問)

 （美術史家）

ギャラリートーク 美術館展示室 11月4日(土) 11日(土) 18（土） 要観覧料 80人 当館学芸員

学芸員によるみどころ解説 11月23日(木･祝)、12月9日（土）　

11時～

平成30年新春展　戌年にちなんで 美術館展示室 平成30年1月13日(土) 一般 400円 512人

　       ～2月18日(日) 学生 300円

　 32日間　9時～17時 高校生以下無料

ギャラリートーク 1月20日（土） 30人 当館学芸員

学芸員によるみどころ解説 2月3日（土）　10日（土）

14時～

年度継続事業 平成30年3月10日(土) 一般 500円 29年度 協力

平成30年春季展　藤平伸       ～5月 6日(日) 学生 400円 677人 茶道資料館

　－やきものの詩人、茶陶に遊ぶ－ 　 高校生以下無料

50日間　9時～17時

ギャラリートーク 3月17日(土) 要観覧料 12人 当館学芸員

学芸員によるみどころ解説 4月7日(土)　21日(土) (3/17のみ）

5月5日（土･祝）

14時～

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 13人

特別講演会 平成29年11月11日(土) 無料 32人 講師

学び継がれる詩歌と書 13時30分～15時 山口恭子氏

　-昭乗の「和漢朗詠集」－   (当館学芸顧問)

 （法政大学講師）

研究報告会と特別講座 平成30年3月10日（土） 参加費　300円 20人 講師

　 　研究報告会　11時～　 川畑　薫

特別講座　能書としての松花堂昭乗 　特別講演会　13時30分～ （当館学芸員）

　 　

●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

催　　物　　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 実施期間等 備考

平成29年4月～平成30年3月
10時～17時



●八幡市受託事業（公益事業）

お茶の京都in松花堂茶会 茶室｢松隠｣ 平成29年11月26日(日) 共通券  4,500円 250人

茶室｢竹隠｣ 10時～15時 本席券    500円

茶室｢梅隠｣ 副席券    500円

美術館別館 煎茶席券  300円

他 点心席券　4,000円

同時開催 美術館別館 平成29年11月26日（日） 無料 868人

八幡市文化協会 ギャラリー１ 　　　～12月10日（日）

　　　　　秋の作品展
　

●文化財公開事業（公益事業）

平成29年度 庭園 平成29年11月１日(水) 大人 　800円 851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12日(日) 中高生 400円 公益財団法人

京都古文化保存協会

「市制施行40周年記念

　開館15周年　特別展

　松花堂昭乗、書画のたのしみ

　－麗しき筆あと、愛らしき布袋－」

開催期間中実施

●共催事業

年度継続事業 美術館講習室 平成30年3月30日（金） 無料 － 主催

第35回八幡市展 　　　～4月 1日（日） 　 八幡市文化協会

3日間　9時～17時 主管

第35回八幡市展

　　　　実行委員会

事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等 備考

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

事　　業　　名 実施施設等 開 催 日 時 入場料金等 入場者数等


