
〒602-0858
京都市上京区寺町通広小路下る東桜町1 

URL http://www.bungei.jp

京都府立文化芸術会館
ＴＥＬ. 075-222-1046
ＦＡＸ. 075-211-2013

【受付時間】午前９時～午後６時

●京阪電車「出町柳駅」出口3から、「神宮丸太町駅」出口3から徒歩約12分
●JR京都駅より市バス「A2」のりばから4、17、205で約25分
●阪急「河原町駅」より市バス「G」「F」のりばから3、4、17、 205で約10分
●京阪「三条京阪前」より市バス 37、59で約10分いずれも「府立医大病院前」で下車

※駐車場有（30分ごと150円）約30台※駐車場有（30分ごと150円）約30台

主催事業トピックス ※代金引換郵便による公演チケットの事前お届けサービスは文化芸術会館「友の会」会員様限定の取扱いとなります。
　一般のお客様におかれましては直接ご来館もしくは外部プレイガイドにてご購入いただきますよう、お願いいたします。

催物案内
KYOTO  
PREFECTURAL  
CENTER  
FOR  
ARTS 
AND  
CULTURE10.11

2022

文化芸術会館 友の会会員募集中
随時ご入会受付中!／年会費1,500円（入会金なし）
お申込み 郵便振替〈00960-0-328420〉もしくは

文化芸術会館へ直接お申し込みください。
＊当館催物案内（毎月発行）をお届けします。　＊当会館主催公演のご優待割引（1公演2枚まで）及び先行予約ができます。（枚数制限を設ける場合があります）
＊他団体主催公演の前売券を割引いたします。（但し、催事により異なりますので、その都度お問い合わせください）
＊府民ホール及び文化博物館のご優待割引をいたします。
＊代金引換郵便による公演チケットの事前お届けサービスが受けられます。 ※詳しくはホームページをご覧ください。

特
典

9 .14 現在

文化芸術会館 公演のご案内 ◆　 一般・　 前売券・　 当日券・　 学生・　 は友の会会員優待価格（前売のみ）◆ は文化芸術会館主催公演　一
自 指

前 当 学 友
◆　 は自由席・　 は指定席　◆主催者の都合により、時間・名称・料金等変更になる場合があります。詳しくは主催者にお問い合わせください。 文化芸術会館 トピックス

おさだ塾  町かどの藝能

「ようこそ　ようこそ　お越しやしとくれやした――」

文化芸術会館 3階和室公演のご案内 新型コロナウイルス
感染症拡大予防のお願い
ご来館の皆様のご理解ご協力をお願いします。
当館ホール内では、感染防止のため、従来の
換気機能を持つ空調機に、新たにウイルス除去
のためのイオン発生機能を持たせました。

◆展示室／開場10：00　終了18：00
◆最終日の終了時刻については主催者へお問合せください。

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、急遽展覧会が中止や
　延期となることがあります。詳細は主催者にご確認をお願いいたします。

文化芸術会館 展示室のご案内 入場無料

ホ
ー
ル

10:30 16:30
自

1 土 和太鼓ＧＩＧ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 「音万博2022 in kyoto」 
※1日目と2日目で内容が異なります。
詳しくはお問合せください。10:30 16:352 日

14:00 16:30 京都ミューズ
075-353-7202指8 土 第11回　桂南光　独演会

ふらっと♭　ワンマンコンサート

令和4年度京都府支部京都地区会
都山流尺八定期演奏会
堀 正美師五十回忌追悼演奏会
CO.,COエレガンス長谷川千洋バレエスクール
第10回発表会

S Art Ballet Studio　第6回発表会

'22 CTBスタジオ発表会

マツヲ　オンステージ2022

ディニオスダンスコンサート

上方落語勉強会特別公演

京都大学叡風会　第98回定期演奏会

12:30 17:30
ボランティアグループ
つゆ草の会（高木）
090-1710-8876

自 無料

自 無料

自 無料

自 無料

自 無料（要入場整理券）

自 無料（要入場整理券）

自 無料（要入場整理券）

9 日 つゆ草の会チャリティ歌謡祭

13:30 15:40 (株)キョードー東京
0570-550-79910月 落語三銃師～三遊亭白鳥・林家彦いち・桃月庵白酒～

18:30 20:30 京都三曲協会
075-841-3099自15土 第32回　三曲鑑賞会

10:45 17:00 都山流尺八萌友会
0771-65-0162自 無料16日 第12回都山流尺八萌友会 尺八演奏会

14:30 16:00 ㈱グループ未来
075-202-221120木 文楽「冥途の飛脚」特別上映会

15:30 18:00 上方舞楳茂都流　華々の会
075-491-896822土 第十一回　楳茂都流上方舞 華々の会

17:30 20:30

14:00 16:00

シャンソニエシュウ
075-213-3223自 無料（要入場整理券）23日 オフィスシュウ　シャンソンコンサート
永池29土 箏の音にのせて　夢

こと ね

13:30 16:00 吉田 則子
077-526-3749

株式会社ナウ ウエスト ワン
075-252-5150

正調会
075-561-5197
co.,coエレガンス
長谷川千洋バレエスクール
075-464-5027
S Art Ballet Studio
090-1909-6114
CTBスタジオ
075-213-2063
マツヲ楽器株式会社
075-231-1200
有限会社タッドプロモーション
075-406-5903

京都府立文化芸術会館
075-222-1046
(9時～18時)

都山流尺八 京都府支部
京都地区会　雲井花山
090-9991-9810

自 無料（要入場整理券）30日 吉田則子と門下による地歌筝曲演奏会

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ10月

10月 展示室
展 覧 会 名開催期間 お問い合わせ会場

2日9/27火～ 公募京都現代水墨選抜展
（墨彩画） 1階 越本

075-957-5975

2日9/30金～ 秀朋会書展（かな書） 2階 橋本
090-8889-8597

9日4火～ 第52回京都写真家協会展
（写真） 1階 山本

075-251-0290

 9日4火～ 京都自由写壇展（写真） 2階 足立
075-391-0235

16日11火～ 2022青美・秋季展
（美総合） 1階 山本

075-754-6325
白井
090-1671-399216日14金～ 篁会書展（書） 2階

23日22土～ 岩倉展（美総合） 3階 橋本
090-7092-7335

23日18火～ 1階 平澤
075-463-0352ファム展（美総合）

23日18火～ 2階 井川
072-759-4158〇９南瓜会絵画展（日本画）

30日25火～ 1階 淺田
075-432-0299

第48回京水会丹青展
（美総合）

30日25火～ 2階 金丸
090-8980-9387第一美術関西展（美工総合）

11月 展示室
展 覧 会 名開催期間 お問い合わせ会場

6日1火～ 第71回象同人展（美工総合） 1階 京都新聞COM
075-255-9757

6日1火～ 第9回Étude展（美工総合）
（人物画勉強会有志展） 2階 庄田

090-8208-6150

13日8火～ 汎具象秋季展（洋画） 1階・２階 寺島
075-594-5336

 20日15火～ ７０回光風会京都作家展
（美総合） 1階・２階 中村

075-314-1991

27日22火～ ハクの会作家展（美工総合） 1階 阪
090-1906-2971

岡地
090-7960-987927日25金～ '22水月会書展（書） 2階

13日11金～ 第12回祐の会展（日本画） 3階 木村
0774-52-6173

12/4日29火～ 1階 水元
090-5964-6773７人の絵画展（洋画）

第98回　桂米二　臨時停車の会5 水
ユース（25歳以下） 500円（要予約）

2,500円 椅子席 2,700円（要予約）一 前

3,000円一 当

※会館予約受付はございません。

桂米二予約センター
080-5338-7331
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

4,000円一 前 3,700円友 前

2,000円一 前 前 1,800円友

4,000円一 前 前 3,500円友
4,500円一 当 当 3,500円学
3,000円学 前 学 前 2,500円友

2,300円一 当 500円学

指 3,700円一 3,500円友

自 2,500円一 2,300円友

3,000円一 前

2,000円一 前

4,500円一 前
5,000円一 当

4,000円一 前
4,500円一 当

和太鼓GIG
wadaikoGIG@gmail.com

koto.nagaike@gmail.com

叡風会定期演奏会担当
eifukai.kaijo@gmail.com

※催物案内の編集時には開催を予定されている公演においても、新型コロナウイルスの感染状況によっては、急遽公演の中止や延期と
　なることがありますので、京都府立文化芸術会館や主催者のホームページや電話でのご確認をお願いいたします。

19:00 21:00

春乃流勉強会 秋のおさらい会30日30日 春乃櫻香舞踊研究会
090-3286-947814:00 16:30

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ10月
３
階
和
室

おさだ塾　町かどの藝能

18金 18:30 20:30

19土 自 2,000円一 前

1,800円友 前

13:00 15:00
17:00 19:00

13:00 15:00
17:00 19:00

20日

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ11月

３
階
和
室

好評発売中! 上方落語勉強会 特別公演
（11月26日［土］14時開演）

自 4,000円

自 3,000円

自

指

指

均一

ホ
ー
ル

17:00 19:003 木

13:00 16:305 土

11:30 16:306 日

17:30 20:0012土
17:30
予定 20:3013日
未定 未定19土
13:00
予定

17:00
予定20日

15:00 16:3023水

14:00 16:1526土

14:30 17:3027日

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ11月

1,000円一

osadajyuku1951@gmail.com

演劇塾　長田学舎
075-431-6681
http://www.osada-jyuku.com

整理番号
順入場

3階和室

【お問合せ】演劇塾  長田学舎　075-431-6681
【入 場 料】　　 2,000円 1,800円

http://www.osada-jyuku.com 　mail：osadajyuku1951@gmail.com

「さあさあお立ち合い　ご覧いただきますのは、私ども自慢の芸の数々
どうぞごゆるりと、お楽しみくださりませ」

芸を披露し、喜んでいただいた後に商いをする商人 それが芸商人
げいあきんど

京の都の芸商人たちが、唄って、踊って、お話してお客様を江戸時代の京の町かどに誘います

11/18（金） ・19（土）  ・20（日） 金曜日のみ　18：30開演
土・日曜日　13：00・17：00開演

一 前 友 前
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30日25火～ 1階 淺田
075-432-0299

第48回京水会丹青展
（美総合）

30日25火～ 2階 金丸
090-8980-9387第一美術関西展（美工総合）

11月 展示室
展 覧 会 名開催期間 お問い合わせ会場

6日1火～ 第71回象同人展（美工総合） 1階 京都新聞COM
075-255-9757

6日1火～ 第9回Étude展（美工総合）
（人物画勉強会有志展） 2階 庄田

090-8208-6150

13日8火～ 汎具象秋季展（洋画） 1階・２階 寺島
075-594-5336

 20日15火～ ７０回光風会京都作家展
（美総合） 1階・２階 中村

075-314-1991

27日22火～ ハクの会作家展（美工総合） 1階 阪
090-1906-2971

岡地
090-7960-987927日25金～ '22水月会書展（書） 2階

13日11金～ 第12回祐の会展（日本画） 3階 木村
0774-52-6173

12/4日29火～ 1階 水元
090-5964-6773７人の絵画展（洋画）

第98回　桂米二　臨時停車の会5 水
ユース（25歳以下） 500円（要予約）

2,500円 椅子席 2,700円（要予約）一 前

3,000円一 当

※会館予約受付はございません。

桂米二予約センター
080-5338-7331
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

4,000円一 前 3,700円友 前

2,000円一 前 前 1,800円友

4,000円一 前 前 3,500円友
4,500円一 当 当 3,500円学
3,000円学 前 学 前 2,500円友

2,300円一 当 500円学

指 3,700円一 3,500円友

自 2,500円一 2,300円友

3,000円一 前

2,000円一 前

4,500円一 前
5,000円一 当

4,000円一 前
4,500円一 当

和太鼓GIG
wadaikoGIG@gmail.com

koto.nagaike@gmail.com

叡風会定期演奏会担当
eifukai.kaijo@gmail.com

※催物案内の編集時には開催を予定されている公演においても、新型コロナウイルスの感染状況によっては、急遽公演の中止や延期と
　なることがありますので、京都府立文化芸術会館や主催者のホームページや電話でのご確認をお願いいたします。

19:00 21:00

春乃流勉強会 秋のおさらい会30日30日 春乃櫻香舞踊研究会
090-3286-947814:00 16:30

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ10月
３
階
和
室

おさだ塾　町かどの藝能

18金 18:30 20:30

19土 自 2,000円一 前

1,800円友 前

13:00 15:00
17:00 19:00

13:00 15:00
17:00 19:00

20日

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ11月

３
階
和
室

好評発売中! 上方落語勉強会 特別公演
（11月26日［土］14時開演）

自 4,000円

自 3,000円

自

指

指

均一

ホ
ー
ル

17:00 19:003 木

13:00 16:305 土

11:30 16:306 日

17:30 20:0012土
17:30
予定 20:3013日
未定 未定19土
13:00
予定

17:00
予定20日

15:00 16:3023水

14:00 16:1526土

14:30 17:3027日

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ11月

1,000円一

osadajyuku1951@gmail.com

演劇塾　長田学舎
075-431-6681
http://www.osada-jyuku.com

整理番号
順入場

3階和室

【お問合せ】演劇塾  長田学舎　075-431-6681
【入 場 料】　　 2,000円 1,800円

http://www.osada-jyuku.com 　mail：osadajyuku1951@gmail.com

「さあさあお立ち合い　ご覧いただきますのは、私ども自慢の芸の数々
どうぞごゆるりと、お楽しみくださりませ」

芸を披露し、喜んでいただいた後に商いをする商人 それが芸商人
げいあきんど

京の都の芸商人たちが、唄って、踊って、お話してお客様を江戸時代の京の町かどに誘います

11/18（金） ・19（土）  ・20（日） 金曜日のみ　18：30開演
土・日曜日　13：00・17：00開演

一 前 友 前



〒602-0858
京都市上京区寺町通広小路下る東桜町1 

URL http://www.bungei.jp

京都府立文化芸術会館
ＴＥＬ. 075-222-1046
ＦＡＸ. 075-211-2013

【受付時間】午前９時～午後６時

●京阪電車「出町柳駅」出口3から、「神宮丸太町駅」出口3から徒歩約12分
●JR京都駅より市バス「A2」のりばから4、17、205で約25分
●阪急「河原町駅」より市バス「G」「F」のりばから3、4、17、 205で約10分
●京阪「三条京阪前」より市バス 37、59で約10分いずれも「府立医大病院前」で下車

※駐車場有（30分ごと150円）約30台※駐車場有（30分ごと150円）約30台

主催事業トピックス ※代金引換郵便による公演チケットの事前お届けサービスは文化芸術会館「友の会」会員様限定の取扱いとなります。
　一般のお客様におかれましては直接ご来館もしくは外部プレイガイドにてご購入いただきますよう、お願いいたします。

催物案内
KYOTO  
PREFECTURAL  
CENTER  
FOR  
ARTS 
AND  
CULTURE10.11

2022

文化芸術会館 友の会会員募集中
随時ご入会受付中!／年会費1,500円（入会金なし）
お申込み 郵便振替〈00960-0-328420〉もしくは

文化芸術会館へ直接お申し込みください。
＊当館催物案内（毎月発行）をお届けします。　＊当会館主催公演のご優待割引（1公演2枚まで）及び先行予約ができます。（枚数制限を設ける場合があります）
＊他団体主催公演の前売券を割引いたします。（但し、催事により異なりますので、その都度お問い合わせください）
＊府民ホール及び文化博物館のご優待割引をいたします。
＊代金引換郵便による公演チケットの事前お届けサービスが受けられます。 ※詳しくはホームページをご覧ください。

特
典

9 .14 現在

文化芸術会館 公演のご案内 ◆　 一般・　 前売券・　 当日券・　 学生・　 は友の会会員優待価格（前売のみ）◆ は文化芸術会館主催公演　一
自 指

前 当 学 友
◆　 は自由席・　 は指定席　◆主催者の都合により、時間・名称・料金等変更になる場合があります。詳しくは主催者にお問い合わせください。 文化芸術会館 トピックス

おさだ塾  町かどの藝能

「ようこそ　ようこそ　お越しやしとくれやした――」

文化芸術会館 3階和室公演のご案内 新型コロナウイルス
感染症拡大予防のお願い
ご来館の皆様のご理解ご協力をお願いします。
当館ホール内では、感染防止のため、従来の
換気機能を持つ空調機に、新たにウイルス除去
のためのイオン発生機能を持たせました。

◆展示室／開場10：00　終了18：00
◆最終日の終了時刻については主催者へお問合せください。

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、急遽展覧会が中止や
　延期となることがあります。詳細は主催者にご確認をお願いいたします。

文化芸術会館 展示室のご案内 入場無料

ホ
ー
ル

10:30 16:30
自

1 土 和太鼓ＧＩＧ Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 「音万博2022 in kyoto」 
※1日目と2日目で内容が異なります。
詳しくはお問合せください。10:30 16:352 日

14:00 16:30 京都ミューズ
075-353-7202指8 土 第11回　桂南光　独演会

ふらっと♭　ワンマンコンサート

令和4年度京都府支部京都地区会
都山流尺八定期演奏会
堀 正美師五十回忌追悼演奏会
CO.,COエレガンス長谷川千洋バレエスクール
第10回発表会

S Art Ballet Studio　第6回発表会

'22 CTBスタジオ発表会

マツヲ　オンステージ2022

ディニオスダンスコンサート

上方落語勉強会特別公演

京都大学叡風会　第98回定期演奏会

12:30 17:30
ボランティアグループ
つゆ草の会（高木）
090-1710-8876

自 無料

自 無料

自 無料

自 無料

自 無料（要入場整理券）

自 無料（要入場整理券）

自 無料（要入場整理券）

9 日 つゆ草の会チャリティ歌謡祭

13:30 15:40 (株)キョードー東京
0570-550-79910月 落語三銃師～三遊亭白鳥・林家彦いち・桃月庵白酒～

18:30 20:30 京都三曲協会
075-841-3099自15土 第32回　三曲鑑賞会

10:45 17:00 都山流尺八萌友会
0771-65-0162自 無料16日 第12回都山流尺八萌友会 尺八演奏会

14:30 16:00 ㈱グループ未来
075-202-221120木 文楽「冥途の飛脚」特別上映会

15:30 18:00 上方舞楳茂都流　華々の会
075-491-896822土 第十一回　楳茂都流上方舞 華々の会

17:30 20:30

14:00 16:00

シャンソニエシュウ
075-213-3223自 無料（要入場整理券）23日 オフィスシュウ　シャンソンコンサート
永池29土 箏の音にのせて　夢

こと ね

13:30 16:00 吉田 則子
077-526-3749

株式会社ナウ ウエスト ワン
075-252-5150

正調会
075-561-5197
co.,coエレガンス
長谷川千洋バレエスクール
075-464-5027
S Art Ballet Studio
090-1909-6114
CTBスタジオ
075-213-2063
マツヲ楽器株式会社
075-231-1200
有限会社タッドプロモーション
075-406-5903

京都府立文化芸術会館
075-222-1046
(9時～18時)

都山流尺八 京都府支部
京都地区会　雲井花山
090-9991-9810

自 無料（要入場整理券）30日 吉田則子と門下による地歌筝曲演奏会

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ10月

10月 展示室
展 覧 会 名開催期間 お問い合わせ会場

2日9/27火～ 公募京都現代水墨選抜展
（墨彩画） 1階 越本

075-957-5975

2日9/30金～ 秀朋会書展（かな書） 2階 橋本
090-8889-8597

9日4火～ 第52回京都写真家協会展
（写真） 1階 山本

075-251-0290

 9日4火～ 京都自由写壇展（写真） 2階 足立
075-391-0235

16日11火～ 2022青美・秋季展
（美総合） 1階 山本

075-754-6325
白井
090-1671-399216日14金～ 篁会書展（書） 2階

23日22土～ 岩倉展（美総合） 3階 橋本
090-7092-7335

23日18火～ 1階 平澤
075-463-0352ファム展（美総合）

23日18火～ 2階 井川
072-759-4158〇９南瓜会絵画展（日本画）

30日25火～ 1階 淺田
075-432-0299

第48回京水会丹青展
（美総合）

30日25火～ 2階 金丸
090-8980-9387第一美術関西展（美工総合）

11月 展示室
展 覧 会 名開催期間 お問い合わせ会場

6日1火～ 第71回象同人展（美工総合） 1階 京都新聞COM
075-255-9757

6日1火～ 第9回Étude展（美工総合）
（人物画勉強会有志展） 2階 庄田

090-8208-6150

13日8火～ 汎具象秋季展（洋画） 1階・２階 寺島
075-594-5336

 20日15火～ ７０回光風会京都作家展
（美総合） 1階・２階 中村

075-314-1991

27日22火～ ハクの会作家展（美工総合） 1階 阪
090-1906-2971

岡地
090-7960-987927日25金～ '22水月会書展（書） 2階

13日11金～ 第12回祐の会展（日本画） 3階 木村
0774-52-6173

12/4日29火～ 1階 水元
090-5964-6773７人の絵画展（洋画）

第98回　桂米二　臨時停車の会5 水
ユース（25歳以下） 500円（要予約）

2,500円 椅子席 2,700円（要予約）一 前

3,000円一 当

※会館予約受付はございません。

桂米二予約センター
080-5338-7331
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

4,000円一 前 3,700円友 前

2,000円一 前 前 1,800円友

4,000円一 前 前 3,500円友
4,500円一 当 当 3,500円学
3,000円学 前 学 前 2,500円友

2,300円一 当 500円学

指 3,700円一 3,500円友

自 2,500円一 2,300円友

3,000円一 前

2,000円一 前

4,500円一 前
5,000円一 当

4,000円一 前
4,500円一 当

和太鼓GIG
wadaikoGIG@gmail.com

koto.nagaike@gmail.com

叡風会定期演奏会担当
eifukai.kaijo@gmail.com

※催物案内の編集時には開催を予定されている公演においても、新型コロナウイルスの感染状況によっては、急遽公演の中止や延期と
　なることがありますので、京都府立文化芸術会館や主催者のホームページや電話でのご確認をお願いいたします。

19:00 21:00

春乃流勉強会 秋のおさらい会30日30日 春乃櫻香舞踊研究会
090-3286-947814:00 16:30

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ10月
３
階
和
室

おさだ塾　町かどの藝能

18金 18:30 20:30

19土 自 2,000円一 前

1,800円友 前

13:00 15:00
17:00 19:00

13:00 15:00
17:00 19:00

20日

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ11月

３
階
和
室

好評発売中! 上方落語勉強会 特別公演
（11月26日［土］14時開演）

自 4,000円

自 3,000円

自

指

指

均一

ホ
ー
ル

17:00 19:003 木

13:00 16:305 土

11:30 16:306 日

17:30 20:0012土
17:30
予定 20:3013日
未定 未定19土
13:00
予定

17:00
予定20日

15:00 16:3023水

14:00 16:1526土

14:30 17:3027日

開演公演日 終演 公 演 名 料　　　　　　金 お問い合わせ11月

1,000円一

osadajyuku1951@gmail.com

演劇塾　長田学舎
075-431-6681
http://www.osada-jyuku.com

整理番号
順入場

3階和室

【お問合せ】演劇塾  長田学舎　075-431-6681
【入 場 料】　　 2,000円 1,800円

http://www.osada-jyuku.com 　mail：osadajyuku1951@gmail.com

「さあさあお立ち合い　ご覧いただきますのは、私ども自慢の芸の数々
どうぞごゆるりと、お楽しみくださりませ」

芸を披露し、喜んでいただいた後に商いをする商人 それが芸商人
げいあきんど

京の都の芸商人たちが、唄って、踊って、お話してお客様を江戸時代の京の町かどに誘います

11/18（金） ・19（土）  ・20（日） 金曜日のみ　18：30開演
土・日曜日　13：00・17：00開演

一 前 友 前
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