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本市における文化芸術の現況 

１．総論～文化芸術を巡る現況 

 昭和３０年代以降、香里団地を初めとする大型団地の建設や宅地開発による新住民の

増加を背景として、美術や音楽、演劇、舞踏などを身近な場所で楽しむ市民が増加し、

こうした市民が地域で主体となって枚方の文化芸術を支えてきました。 

 文化活動へのニーズの高まりを受け、昭和４０年 2 月に現在の市民会館本館が開館

し、さらに、昭和 46 年 1 月には 1448 席の市民会館大ホールが完成しました。 

 昭和４９年には、枚方市文化協会が発足し、優れた芸術・文化作品の鑑賞の機会の提

供のほか、市民の文化活動の支援などにも取り組んできました。 

現在も市民の文化芸術活動は非常に盛んで、市民の主体的な文化芸術活動は枚方のま

ちの特色の一つとなっています。 

本市では、昭和５７年の楠葉公民館の建設をはじめとして、地域での市民の自主的な

文化活動の拠点となる公民館・美術センター等を整備し、平成１５年には本格的な音

響・照明設備のあるイベントホールや作陶設備のある南部市民センターを建設しました。

平成１８年１０月にそれらの施設を教育委員会から総合行政部門に移管し、生涯学習市

民センターとしました。市内にある９つの生涯学習市民センターは、市民にとって最も

身近な文化芸術活動の拠点施設として利用され、センターの利用者は年間延べ人数で約

７５万人を数えます。 

生涯学習市民センター諸室の主な利用の１つが市民による文化芸術関連の活動です。

生涯学習市民センターと市民会館に利用登録している音楽や演劇、美術などの芸術分野

の登録団体数は、約１８００団体あり、その登録会員数は約２万４０００人に達してい

ます。こうした数値からも身近な公的施設において市民の恒常的な文化芸術活動が定着

しているといえます。 

 市内には、約５０団体、１５００人を超える会員を擁する枚方合唱協会をはじめ、３

４団体、１０００人を超える会員を擁する枚方吹奏楽協会、アマチュア楽団である枚方

フィルハーモニー、クラシック演奏家が参画している枚方演奏家協会や若手演奏家によ

る枚方演奏家クラブ、邦楽の枚方三曲協会、京阪ジャズ協会などの音楽系団体の他、中

学・高校の演劇部や市内演劇団体で構成する枚方演劇連絡会や人形劇連絡会、おやこ劇

場などの鑑賞団体、枚方市舞踊協会や芸能団体協議会などの舞踊団体など、さまざまな

分野で横断的な市民団体が組織され、これらの団体をはじめ、相当数ある個別の市民団

体が活発に文化芸術活動を行っています。 

  

２．市民の文化芸術活動の現況 

 本市における市民の文化芸術活動の分野ごとの特徴は、以下のとおりです。また、以

下に示す市民団体の中には、市が当時の公民館等で活動していた団体に働きかけ、横断

的な団体を組織するに至ったものも複数あり、市は主体となる市民団体と連携しながら

文化芸術の振興に共に取り組んできました。 
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（１）市民活動団体 

音楽 

本市では、合唱や吹奏楽、管弦楽、邦楽など音楽分野での市民活動が盛んに行われて

います。またこれらの市民団体にはプロの演奏家も参画し、アマチュアの演奏家と同様

に市民活動に積極的に携わっています。 

 

【合唱】 

 市内で唯一の公設の合唱団として「枚方市少年少女合唱団」があり、定期演奏会とし

て合唱やミュージカルの公演を行っています。また、市の様々なイベントにも出演して

います。 

 合唱では、本市を拠点に活動を行う団体が所属する枚方合唱協会という横断的な組織

があります。各団体ごとの演奏会の開催をはじめ、加盟団体の多くが出演する「ひらか

た市民合唱祭」などの事業を市の外郭団体‐枚方市文化国際財団と共催して行っていま

す。52 団体で構成される当協会には、20 人～40 人規模の団員で構成される団体が

多く加盟しており、その中には平成 12 年にフランスで公演を行った女声合唱団や、

170 人の団員を擁する「大阪シンフォニッククヮイア」があり、毎年京都市コンサー

トホールや大阪シンフォニーホールでプロのオーケストラ、ソリストとの協演による公

演を行っています。平成 22 年に創立 30 周年を迎えた同団体は、イギリスの名門合唱

団・ハダスフィールド合唱協会に招かれ合同演奏会を行いました。枚方では、多くの合

唱団体がそれぞれの目標に向けて、日々の練習に取り組んでいます。また、枚方合唱協

会では、子ども合唱団「シャイニー・キッズ」の育成も行っています。 

 

～ひらかた市民合唱祭～ 

毎年 11 月に 2 日間に渡って市民会館大ホールで開催される、枚方合唱協会の加盟

団体など約 45 団体 1400 人が参加する大規模な合唱祭。「枚方市市民コンサート」と

して始まった昭和 51 年から数えると 40 年近くに亘って開催されており、日頃の練習

の成果を発表する場となっています。 

 

～文化と芸術の祭典 枚方市民メサイア公演～ 

 市内音楽家の企画提案をきっかけに、平成 20 年 12 月より、市民会館大ホールで開

催されています。出演者が中心となって実行委員会を組織し（平成 22 年度までは市も

実行委員会に参画）、公募により集まった 200 人の市民合唱団と、枚方の市民オーケ

ストラやソリスト等が、半年にわたる練習を重ねて本番に臨みます。その迫力ある歌声

や演奏は、1000 人を超える観客を魅了しています。 

 

【吹奏楽】 

吹奏楽では、小・中学校や高校・大学の吹奏楽部、一般楽団など 32 団体で構成する

枚方吹奏楽協会があり、各楽団の定期演奏会や加盟団体が合同で行う「ひらかた吹奏楽
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フェスティバル」が開催されています。関西創価小学校や関西創価高校、東海大附属仰

星高校の吹奏楽部などが全国大会でも活躍をみせるほか、地域のイベントに出演する楽

団も多く、幅広い場での活動が見受けられます。 

 

～ひらかた吹奏楽フェスティバル～ 

毎年２月に枚方市市民会館大ホールにおいて枚方吹奏楽協会に加盟する中学・高校の

吹奏楽部や市民団体などが一同に会して吹奏楽演奏を披露します。当該公演は、ひらか

た市民合唱祭と同様に昭和 51 年「枚方市市民コンサート」の器楽の部として始まりま

した。平成２３年度には２４団体が出演し、各団体による演奏の他、合同バンドや特別

編成バンドによる演奏など、吹奏楽の横断的なイベントとして実施しています。また、

この他にプロを招いての演奏会や楽器別クリニックなどを行っています。 

 

【オーケストラ】 

オーケストラでは、アマチュア楽団である枚方フィルハーモニー管弦楽団が昭和 29

年に創設され（創設時の名称・枚方室内管弦楽団）、約８０人の会員が市民会館大ホー

ルでの定期演奏会の開催など活動を行っています。また、生涯学習市民センターなどで

もコンサートを行うなど長く枚方を拠点に活動を行っています。市民メサイヤ公演の

オーケストラはメンバーの有志で構成されています。 

  

【邦楽】 

邦楽では、都山流尺八を創設し、全国的に広めた中尾都山が枚方出身であり、邸跡が

残されているほか、尺八、箏、三弦などの各流派の師範など約 40 人で構成する枚方三

曲協会が中心となり、定期演奏会や小・中学校での演奏、邦楽器に触れるワークショッ

プなどを開催しています。また地域イベントなどでの演奏活動も行っています。 

 

【その他】 

 昭和 40 年代後半から 50 年初めにかけ、小規模ホールでのコンサートやライブ活動

が盛んになり、中学・高校生から社会人に至るまで多くの軽音楽やジャズの団体が生ま

れ、生涯学習市民センターや枚方公園青少年センターなどの音楽室を拠点として活動し

ています。 

 

■主な団体 

 [①設立時期、②規模、③主な活動、④その他] 

名称 団体概要 利用施設 

枚方合唱協会 

①平成 12 年 4 月 

②52 団体（約 1500 名） 

③協会の定期演奏会、各団体の演奏会 

④子ども合唱団「HIRAKAT・シャイニー・キッズ」

の育成など、後進の育成にも取り組む 

枚方市市民会館 

生涯学習市民センター 
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名称 団体概要 利用施設 

枚方市少年少女合唱

団 

①昭和４６年 

②４９名 

③定期演奏会 

④枚方市が設置する公設の合唱団 

枚方公園青少年センター 

枚方市市民会館 

大阪シンフォニック

クヮイア 

①昭和 54 年 7 月 

②173 名 

③合宿練習、定期演奏会 

④枚方合唱協会に加盟 

枚方市市民会館 

メセナひらかた会館 

京都コンサートホール 

（京都市） 

ザ・シンフォニーホール（大

阪市） 

枚方吹奏楽協会 

①平成 6 年 4 月 

②32 団体（小学校１校、中学校１０校、高校 

１０校、大学１校、一般１０団体）  

③協会の定期演奏会、各団体の演奏会 

枚方市市民会館 

各学校の音楽室など 

八幡市市民会館（八幡市） 

サーティーホール 

（大東市） 

枚方フィルハーモ

ニー管弦楽団 

①昭和 29 年 

②約 80 名 

③定期演奏会、訪問演奏会 

枚方市市民会館 

枚方演奏家協会 

①平成 14 年 

②28 名（男性 3 名、女性 25 名） 

③定期演奏会 

④職業音楽家団体 

メセナひらかた 

生涯学習市民センター 

枚方演奏家クラブ 

①平成２年４月 

②約５０名 

③定期演奏会、サロンコンサート、小学校への出張

演奏、新人演奏会 

④プロとアマチュア演奏家の混在団体 

メセナひらかた 

生涯学習市民センター 

ルミエールホール 

（門真市） 

枚方室内楽を楽しむ

会 

①平成 8 年 12 月 

②20 名（男性 7 名、女性 13 名） 

③定期演奏会 

生涯学習市民センター 

枚方三曲協会 

①平成 2 年 10 月 

②42 名（男性 19 名、女性 23 名） 

③定期演奏会 

老人福祉センター楽寿荘 

アルカスホール 

（寝屋川市） 

ルミエールホール 

（門真市） 

京阪ジャズ協会 

①平成 21 年 10 月 

②20 人 

③枚方宿ジャズストリート、守口宿ジャズストリー

ト、門真ジャズフェスティバル 
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演劇・演芸等 

【演劇】 

 市内中学校 4 校・大阪府高等演劇連盟 D 地区（枚方市を中心とした北河内地域）の

演劇部 12 校、8 つの社会人劇団、個人会員によって構成される枚方演劇連絡会が合同

公演や各劇団の公演、演劇ワークショップなどを行っています。 

～大阪府Ｄ地区高等学校演劇コンクール～ 

 毎年、北河内を中心に高校演劇部（平成 24 年は 14 校）の地区予選大会が枚方市の

生涯学習市民センターなどで開催され、枚方の高校を中心に周辺市から多数の生徒が参

加しています。 

 これまでに枚方から近畿地区代表として牧野高校、長尾高校、磯島高校（現枚方なぎ

さ高校）3 校の演劇部が全国大会に出場するなど、枚方の高校演劇は高いレベルにあり

ます。 

～枚方こどもミュージカル～ 

 枚方青年会議所を中心に枚方市ＰＴＡ協議会、枚方演劇連絡会、こどもミュージカル

のＯＢで組織する枚方こどもミュージカル育成会からなる実行委員会で実施していま

す。公募によりオーディションを通過した小・中学生７４名が枚方にゆかりのある天の

川や桜などをテーマに歌やダンス、演技の指導を受け、市民主体でミュージカルを創り

あげます。平成７年の枚方まつり 20 周年記念事業として実施したことが始まりで、今

年で 19 公演を開催しました。８月末の枚方まつりの開催に合わせて、市民会館大ホー

ルで上演され、毎回１０００人を超える観客に子ども達のいきいきとした姿と感動を届

けるなど、特色ある取り組みとなっています。 

 

【人形劇】 

 枚方のアマチュア人形劇活動は 36 年の歴史をもち、現在は 22 劇団がそれぞれ民話

やＳＦ、交通安全、平和などをテーマに、地域で特色ある公演活動を行っています。ま

た、関西で草分け的な団体である枚方人形劇連絡会を結成し毎年３月に「ひらかた人形

劇フェスティバル」を開催しています。 

～ひらかた人形劇フェスティバル～ 

平成元年から開催されている「ひらかた人形劇フェスティバル」は、広く市民に人形

劇を楽しんでもらう場であると共に、プロ・アマの垣根を越えた人形劇関係者の交流の

場となっています。枚方人形劇連絡会が中心となり、実行委員会を組織し、例年全国各

地から 50 以上の劇団が参加し、牧野生涯学習市民センターを主たる会場にして、人形

劇作り講習会やワークショップなど様々な事業が行われています。会場の周辺地域の商

店街等の協力のもと、地域を挙げてイベントとなっており、子どもからお年寄りまで、

延べ 4000 人以上の方が訪れる、枚方を代表する全国でも有数のイベントとして定着

しています。 
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【演芸】 

 演芸では、43 年の歴史をもつアマチュアの落語サークル「なぎさの会」があり、約

50 人が所属しています。市内の生涯学習市民センター等のホールを利用し、精力的に

活動しているほか、枚方市文化国際財団の事業等に協力し、演芸の普及に努めています。

また、同会からはプロの落語家やタレント（桂小春団治、タージン）も輩出しています。 

 

■主な団体 

 [①設立時期、②規模、③主な活動、④その他] 

名称 団体概要 利用施設 

枚方演劇連絡会 ①平成 13 年 1 月 

②連盟２（中学校・高校）、劇団８、個人 12 

300 人 

③月 1 回の定例会、年 1 回の総会 

④枚方こどもミュージカル実行委員会 

枚方公園青少年セン

ター 

生涯学習市民センター 

大阪市内の劇場 

枚方人形劇連絡会 ①昭和 51 年 

②22 団体 62 名 

③年 6 回「サンサン人形劇」、年 1 回「枚方人

形劇フェスティバル」など 

 

 

 

枚方公園青少年セン

ター 

生涯学習市民センター 

なぎさの会 ①昭和 44 年 9 月 

②50 人 

③年 2 回 一門会 

④アマチュア落語サークル 

枚方公園青少年セン

ター 

メセナひらかた多目的

ホール 

生涯学習市民センター

ホール 

 

【鑑賞・企画団体】 

 演劇等を中心とした鑑賞・企画団体としては、5 地区の団体によって組織される枚方

おやこ劇場連絡会があります。昭和 47 年に大阪府で最初のおやこ劇場として、枚方お

やこ劇場が発足し、その後、5 地区の団体（くずは・まきの親と子の劇場、枚方中部お

やこ劇場、枚方東部おやこ劇場、枚方南おやこ劇場、枚方蹉跎おやこ劇場）に分かれて

活動を行っています。事業内容としては、各団体ごとの公演のほか、5 団体の合同で会

員向けのプロ劇団等の招聘公演などを企画開催しています。 

 また、本市を含む北河内地域を中心に活動する生協組合員の構成による「コープシア

ター大阪」が、年に 3 回程度、音楽・演劇・落語・バレエ・ミュージカル等多彩なジャ

ンルの会員向け公演を企画し、主催しています。 
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■主な団体 

 [①設立時期、②規模、③主な活動、④その他] 

名称 団体概要 利用施設 

おやこ劇場（くず

は・まきの、枚方

中央、枚方東部、

枚方南、枚方蹉跎） 

①昭和 47 年 9 月（その後、５つの地域に分割） 

②総会員数 1200 人 

③地域ごと、合同企画で年に８～10 回 

 プロの招聘公演 

④鑑賞企画団体 

地区小学校の体育館 

メセナひらかた多目的

ホール 

ルミエール小ホール(門

真市) 

枚方市市民会館 

生涯学習市民センター 

コープシアター大

阪 

①昭和 63 年 6 月 

②約 1600 人 

③年 3 回定期公演（音楽会、演劇、落語、バレ

エなどジャンルにこだわらず企画 

④鑑賞企画団体 

 現在までに 73 回開催 

枚方市市民会館 

ルミエールホール（門真

市） 

エナジーホール（守口

市） 

ドーンセンター（大阪

市） 

 

舞踊等 

日本舞踊では、市内に多くの会や教室が存在し、それぞれ規模に応じた施設で発表会

を行っています。また、約 40 の会が加入する枚方市舞踊協会では、年に３回、枚方市

民会館大ホールで公演を開催しています。各種の舞踊活動等でも、枚方市芸能団体協議

会が年に２～３回の定期公演を枚方市民会館大ホールで開催しています。 

 

■主な団体 

 [①設立時期、②規模、③主な活動、④その他] 

名称 団体概要 利用施設 

枚方市舞踊協会 ①平成 6 年 9 月 

②16 団体 100 人 

③年 2 回公演（春・秋）、記念公演 

枚方市市民会館 

枚方市芸能団体協

議会 

①平成 2 年 12 月 

②13 団体 200 人 

③芸能名流会 2 年に 1 回、毎年 7 月市民芸能

ファンタジー、12 月芸術、芸能アラカルト 

生涯学習市民センター 

枚方市市民会館 

枚方バレエ協会 

(旧枚方洋舞協会) 

①平成 6 年 4 月（平成 21 年 4 月改名） 

②6 団体 

③バレエフェスティバル 

枚方市市民会館 
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美術・創作 

本市では、プロ・アマ問わず、市民の美術・創作活動も極めて活発です。 

 戦後、新しい時代への期待が美術活動に表れ、昭和 20 年代～30 年代においては、

美術家でもあった中学校教師が活発に活動していました。さまざまな美術家同士の交流

が生まれ、昭和 37 年、日本画家中井吟香が代表になり「枚方市民美術同好会」が結成

されました。昭和 39 年に創作美術工芸の振興を目的として結成された「枚方工芸会」

は、竹工芸や陶芸、貝工芸などの伝統工芸の作家により結成され、毎年「ひらかた工芸

展」を開催（15 回）し、現在は会員の作品をはじめ、市民公募による展示もあり、市

民に親しまれています。 

 昭和 40 年、山之上に財団法人天門美術館（現在は特例一般財団法人）が開館しまし

た。彫刻家池田遊子が制作した彫刻等約 100 点が常設展示され、府内で二番目に早い

昭和 33 年に財団法人の設立認可を受けた美術館です。遊子は昭和 62 年、市のモニュ

メント「恒久平和像」を制作するなど美術普及に大きく貢献しました。 

 また、昭和 30 年から写真家田中幸太郎が『河内風土記（かわちふどき）』の取材を

始め、『花火シリーズ』の制作などで活躍しました。 

 

＜展示・発表の施設＞ 

 昭和 55 年市民ギャラリーがサンプラザ 3 号館に開設され、新たな美術発展の拠点

となりました。駅に直結した利便性の高さが特徴で、当時、府内では数少ない公立展示

施設として先駆的な取り組みであり、美術活動のさまざまな動向の中で一つの集積とな

りました。本市の美術活動の発信を図るため、開館記念事業として第１回「枚方の美術

家展」を開催し、以後、同展は 20 年続き、いわゆる美術家協会が存在しない枚方にあっ

ては派閥のない横断的な交流の場として、130 人を超える地元美術家の交流を育んで

きました。 

 市民ギャラリーの企画事業としては、ほかに枚方市内高校合同美術展（32 回）、市

民公募による市民絵画展（27 回）、市民書道展（27 回）があります。 

 中でも枚方市内高校合同美術展は、市内にある私立高校も含めた７校の高校生自らが

ポスターや展示計画を決定し運営にあたっています。共同制作事業を通して交流を深め、

これまで、地下道トンネルや公園、道路などの公共空間に壁画制作を行ったり、市のイ

ベントであかりアートに取り組むなどさまざまな独自の活動に発展し、プロアーティス

トも輩出しています。平成 24 年度からは、大阪府高等学校芸術文化連盟との共催によ

る北河内ブロックの高校美術工芸展も開催し、高校美術の振興に貢献しています。 

 また、複合ビルという制約の中で、市内在住の学識経験者の協力により、小磯良平展

やブランクーシ展などの企画展を開催し、美術の紹介に努めてきました。 

 平成６年、枚方市駅舎のリニューアルに伴い一部スペースをふれあいホールとして整

備しました。今では、手芸やクラフトの展示を中心に市民利用に供されています。 

 平成 17 年、くずはモールのリニューアルに伴い、京阪電鉄と公益財団法人枚方市文

化国際財団と枚方市の三者による共同運営の「くずはアートギャラリー」がオープンし
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ました。市内でも画廊の集まる楠葉の地域特性を活かした運営を目指し、若手美術家向

けに使用料を設定するなどしています。開館記念事業では、小磯良平展を開催し、多く

の関心を集めました。平成 26 年３月には、くずはモールのリニューアルに伴い、新た

なスペースにリニューアルオープンしました。リニューアルオープン記念企画展第１弾

として開催した「えほん/えいぞう/ぽっぷあっぷ」は、約 8,000 人の入場者で賑わい

ました。 

 いずれのギャラリー施設も高い稼働率で推移しており、こうした利用状況は、市民の

活発な創作活動を反映したものといえます。 

 

＜創作活動を行う施設＞ 

 戦前多くの美術家を生んだ大阪美術学校は、大正 13 年に南画家の矢野橋村が大阪市

天王寺区に創設し、大阪の扇子商、岩澤金治氏の援助を得て昭和 4 年に枚方の御殿山

（当時の河内郡牧野村御殿山）に拡張移転、昭和 19 年に陸軍に建物を接収され、事実

上廃校となりました。自由な校風で当時としては瀟洒な校舎に、多い時は 300 人の学

生が通い日本画、洋画などを学んでいました。磊落な性格で地元の人にも親しまれた校

長矢野橋村を始め、教授陣には、洋画家の斎藤与里、日本画家の福岡青嵐らを迎え、多

くの芸術家を輩出しました。 

その跡地に文化施設を要望する声が多く、昭和 62 年、「市民のアトリエ」として御

殿山生涯学習美術センターが開設されました。絵画や陶芸を制作するための４つの創作

室を備えており市民の美術創作に活用されています。初心者を対象に各種の実技講座を

開催し、ここから多くの市民グループが生まれました。中でも陶芸は市民利用が多く、

平成 8 年に開設した菅原生涯学習市民センター、平成 15 年に開設した南部生涯学習

市民センターにも陶芸専用の作陶室・窯室を設置し、活発に利用されています。 

 

■主な団体 

 [①設立時期、②規模、③主な活動、④その他] 

名称 団体概要 利用施設 

枚方工芸会 ①昭和 39 年 2 月 

②23 人 

③枚方市と共催により「ひらかた工芸展」開催 

市民ギャラリー 

 

＜主な市民ギャラリー企画展＞ 

●1982 年 丸木位里・俊「原爆の図」展 17,976 人 

●1987 年 米倉斉加年「美の世界」展 3,521 人  

●1990 年 巨匠たちの描いた大阪展 1,877 人 

●1996 年 小磯良平展 3,943 人 

●1998 年 香月泰男 シベリアシリーズ 4,052 人 

●2000 年 ブランクーシ展 1,505 人 

●2005 年 みうらじゅん展 1,699 人 
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●2005 年 岡本太郎展 2,312 人 

●2008 年 水木しげる展 1,653 人 

●2009 年 沢田実展 1,701 人 

 

＜くずはアートギャラリー開館記念事業＞ 

●2005 年 枚方の美術家ミニアチュール展 2,900 人 

●2005 年 小磯良平展 2,749 人 

 

＜市の美術振興に寄与された主な学識経験者（故人含む）＞ 

氏名 ふりがな 所属 

村松 寛 むらまつ ひろし 大阪芸術大学名誉教授。美術評論家 

上平 貢 うえひら みつぎ 京都市立美術館長など 

中西 徹 なかにし とおる 京阪電鉄専務取締役・京阪百貨店社長など 京大美学科卒 

前田孝一 まえだ こういち 
大阪府。府立現代美術センター所長 大阪万博など文化事

業を担当 

池田 弘 いけだ ひろし 朝日新聞学芸欄担当者から高松市立美術館長。 

榮樂 徹 えいらく とおる 国立国際美術館学芸員 

田中久和 たなか ひさかず 大阪教育大学名誉教授 

土井通弘 どい みちひろ 滋賀県立琵琶湖文化館 就実大学教授 仏教美術 

吉岡健二郎 よしおか けんじろう 美学美術史学 静岡県立美術館館長 

水内寿広 みずうち としひろ 磯島高校美術科教諭 

 

＜作家＞ 

 氏名 ふりがな 美術分野 

大阪美術学校関係 

矢野橋村 やのきょうそん 南画 大阪美術学校校長 

斎藤与里 さいとうより 洋画 大阪美術学校教師 

中井吟香 なかいぎんこう 日本画 大阪美術学校卒業生 

現代 

和気史郎 わけ しろう 洋画 

池田遊子 いけだ ゆうし 彫刻 

田中幸太郎 たなか こうたろう 写真 

中井克巳 なかい かつみ 造形 

塔本シスコ とうもと しすこ 洋画 

工芸 
吉向蕃斎 きっこう はんさい 陶芸 

水田博幸 みずた ひろゆき 貝工芸 

 

 

 



 

 

11 

 

（２）民間事業者の取り組み 

 市内にはピアノ教室や音楽教室、バレエ、ダンスなどの民間事業者による教室が多数

存在しています。教室数の詳細までは把握できていませんが、市内に芸術関係の教室が

多数存在することは、本市の文化芸術活動を担う市民の裾野を支えるうえで大きな役割

を果たしているといえます。 

 

【映画】 

枚方には、映画全盛期に映画館が 4 か所ありましたが、その後相次いで閉館し、映

画館のない期間が長らくありました。身近なところで映画を鑑賞したいという市民の

ニーズに応えるべく、平成１８年１２月に民間事業者によりシネマコンプレックスが市

内にオープンしました。全 9 スクリーンのうちメインスクリーン含む 3 スクリーンに

高品位な音響システムが導入されています。９スクリーンで約２０００人を収容する規

模で、本格的な映画鑑賞環境を提供しています。また、平成 26 年 3 月にリニューア

ルした樟葉駅前のくずはモールには、10 スクリーンで約 2000 人を収容するシネマ

コンプレックスが新たにオープンしました。 

 

【企業による文化芸術支援】 

 市内企業の中には、市が設置している「子ども夢基金」に対する寄付や「子どもたち

に良質の音色で音楽に親しんで欲しい」という主旨から、市民会館大ホール用にグラン

ドピアノを新調するための寄付を行うなど、文化芸術の充実に大きく貢献しています。 

 

３．文化関連施設の状況 

（１）市関係の文化関連施設 

【設置状況】 

 市内の文化関係施設の概要は、次表のとおりです。 

施設名 開館年月 所在地 施設内容と定員 

市民会館 昭和 46 年 1 月 岡東町 8-33 大ホール（固定座席 1448 人） 

小ホール（移動座席 260 人） 

楠葉生涯学習市民セン

ター 

昭和 57 年 5 月 楠 葉 並 木       

2-29-5 

ロビー、第１，第２・第３和室（30・

20 人）、第１～第５集会室（50・15・

15・20・50 人）、大集会室（100

人）、保育室（幼児 20 人）、音楽室（50

人）、視聴覚室（70 人）、録音室、美

術室（30 人）、料理室（25 人） 

蹉跎生涯学習市民セン

ター 

昭和 61 年 5 月 北 中 振       

3-27-10 

ロビー、音楽室（40 人）、和室（30

人）、第１～第５集会室(25・50・50・

50・30 人)、保育室（幼児 20 人）、

じどう室（35 人）、プレイルーム（70

人）、料理室（25 人）、ホール（120

人）、録音室、印刷室 
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施設名 開館年月 所在地 施設内容と定員 

牧野生涯学習市民セン

ター 

昭和 63 年 5 月 宇山町 4-5 ロビー、音楽室（50 人）、第１・第２

和室（30・30 人）、第１～第４集会

室(40・40・50・30 人)、印刷室、

録音室、保育室（幼児 20 人）、じどう

室（40 人）、プレイルーム（50 人）、

料理室（25 人）、 ホール（200 人） 

津田生涯学習市民セン

ター 

平成 2 年 5 月 津 田 北 町       

2-25-3 

ロビー、音楽室（50 人）、 和室（30

人）、第１～第３集会室(50・25・40

人)、印刷室、保育室（幼児 30 人）、 

カーペットコーナー、フリールーム

（70 人）、料理室（30 人）、録音室（5

人）、ホール（120 人） 

菅原生涯学習市民セン

ター 

平成 9 年 1 月 長 尾 元 町       

1-35-1 

ロビー、ホール（150 人）、音楽室（40

人）、保育室（20 人）、料理室（30 人）、

美術室(30 人)、和室（30 人）、フリー

ルーム（50 人）、交流室（40 人）、第

１・第２集会室（15・18 人）、映像

工房（ビデオおよび字幕編集）、作陶室

（20 人）、印刷室 

南部生涯学習市民セン

ター 

平成 15 年 12 月 香 里 ヶ 丘       

1-1-2 

イベントホール（180 人）、多目的室

（50 人）、作陶室（20 人）、音楽室（40

人）、美術室（20 人）、料理室（25 人）、

フリールーム１・２（25･30 人）、集

会室１・２（30･35 人）、リサイクル

工房（25 人）、講義室（25 人）、スタ

ジオ（5 人）、録音室、ロビー、こども

コーナー、印刷室 

生涯学習情報プラザ 平成 17 年 4 月 車塚 1-1-1 ＩＴ体験ルーム、交流ルーム、展示ルー

ム、学習ルーム、交流ルーム、印刷室 

御殿山生涯学習美術セン

ター 

昭和 62 年 5 月 御 殿 山 町       

10-16 

創作室１（洋画部門・20 人）、創作室

２（版画・彫刻部門・20 人）、創作室

３（日本画部門・25 人）、創作室４（陶

芸部門・20 人）、窯室、集会室１～２

（25・15 人）、和室（15 人）、ホー

ル（80 人）、印刷室、ロビー 

枚方公園青少年センター 平成 2 年 1 月 伊加賀東町

6-8 

第１・第２集会室（50・38 人）、 

第１・第２音楽室（10・10 人）、 

和室（30 人）、料理実習室（21 人）、

編集室、印刷作業室、ホール（150 人） 

枚方市民ギャラリー 昭和 55 年 11 月 岡 東 町       

12-3-502 

エプロン、第１展示室、第２展示室 

ふれあいホール 平成 6 年 7 月 岡東町 19-1 展示室 

サンプラザ生涯学習市民

センター 

昭和 58 年 4 月 岡 東 町       

12-3-508 

談話室（20 人）、第１～第４集会室

（20・15・50・20 人）、視聴覚室

（80 人）、和室（15 人）、印刷室 
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施設名 開館年月 所在地 施設内容と定員 

メセナひらかた 平成 4 年 12 月 新町 2-1-5 相談室、第１・第２・第３会議室（12・

30・30・人）、大会議室（170 人）、

特別会議室（30 人）、第１・第２和室

（30・10 人）、研修室（42 人）、視

聴覚室（72 人）、職業講習室（42 人）、

多目的ホール（360 人）、トレーニン

グルーム、軽運動室（30 人）、サウナ・

シャワー室、レストラン 

枚方宿鍵屋資料館 平成 13 年 7 月 堤町 10-27 鍵屋主屋、別棟展示コーナー 

旧田中家鋳物民俗資料館 昭和 59 年 10 月 藤阪天神町

5-1 

旧田中家住宅、鋳物工場、体験工房 

くずはアートギャラリー 平成 17 年 4 月 楠葉花園町

15-1-301 

第１展示室、第２展示室 

 

【利用状況】 

市内の文化関係施設のホール、音楽室、美術室などの利用率は、次表のとおりです。

これらの施設は、一般的に午前、午後、夜間の 3 区分で貸し出しますが、その区分の

合計利用率で見ても 7 割程度、施設によっては 8 割を超えているものもあり、市民の

文化芸術への関心の高さが伺えます。 

         （平成 25 年度実績） 

施設名 諸室名 利用率（％） 

市民会館 

大ホール 85.2（稼働率） 

小ホール 91.0（稼働率） 

音楽室 75.6 

楠葉生涯学習市民センター 

大集会室 76.6 

視聴覚室 70.4 

美術室 65.4 

蹉跎生涯学習市民センター 
音楽室 78.5 

ホール 69.7 

牧野生涯学習市民センター 
音楽室 82.2 

ホール 82.6 

津田生涯学習市民センター 
音楽室 67.9 

ホール 78.1 

菅原生涯学習市民センター 

美術室 67.5 

音楽室 74.9 

ホール 78.9 

御殿山生涯学習美術センター 
創作室１～４ 59.9（4 室平均） 

ホール 59.7 
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施設名 諸室名 利用率（％） 

南部生涯学習市民センター 

イベントホール 51.7 

音楽室 87.8 

スタジオ 83.9 

美術室 52.3 

枚方公園青少年センター 

ホール 55.6 

第 1 音楽室 78.7 

第 2 音楽室 80.3 

枚方市民ギャラリー 展示室 90.67 

サンプラザ生涯学習市民センター 視聴覚室 75.9 

ふれあいホール 展示室 72.0 

メセナひらかた 多目的ホール 80.6 

くずはアートギャラリー ※ 展示室 100 

  ※くずはアートギャラリーは平成 25 年 5 月 31 日～平成 26 年 3 月 11 日まで休館。 

 

 

 

（２）民間の文化関連施設 

民間で運営する美術施設については、天門美術館のほか、小規模な画廊やギャラリー

がくずは周辺や枚方宿内などに点在しています。また、民間の音楽スタジオも数箇所あ

り、生涯学習市民センターや市民ギャラリーなどの公的な施設と合わせて、市民の鑑賞

や活動の場を提供しています 

 

～天門美術館～ 

天門美術館は、故池田遊子の作品を展示する美術館として、昭和４０年に開館しまし

た（当時の名称は造形美術センター）。 

彫刻家の池田遊子は明治 42 年に広島で生まれ、宮彫師に弟子入り後、昭和６年に大

阪に出て寺社の意匠彫刻などを手掛けました。戦前から日展や大阪市展などで入選する

など活躍。戦後は前衛芸術運動の影響を受け、それまでの伝統的な彫刻の形式にとらわ

れない極端に抽象化されたフォルムの作品を発表し、話題を呼びました。また、誰もが

鑑賞できる芸術を目標とする「街頭芸術運動」を提唱し、人間の生活に根ざした芸術の

姿を追い求める活動を続けました。平成 18 年に亡くなり、現在は息子で彫刻家・書家

の池田方彩氏が館長を務めています。 

 

 施設名 所在地 展示内容 

天門美術館 
山之上北町

３－１  

造形美術家 故池田遊子氏の彫刻、絵画、工芸、書を常時

約 100 点展示 
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４．行政の文化芸術施策の経緯と現状 

（１）施設整備の経過 

～公民館等の整備～ 

新住民の流入やベビーブームによる児童数の増加に伴い、市は文教施設、とりわけ義

務教育施設の整備に力を入れてきましたが、昭和５０年代は、高度成長から低成長への

転換期にあたり、枚方でも人口増加が鈍化したことから、それまでの義務教育施設の整

備から、高まる市民の文化に対するニーズに応えるべく、公民館の建設に力を注ぎまし

た。 

枚方で公民館は昭和２８年１月に三矢に枚方市立公民館を開設し、講演会や研修会な

ど各種団体の活動に大いに利用されていましたが、昭和３６年の第２室戸台風の被害に

より、使用できなくなり、社会教育活動の拠点は長く閉鎖された時代が続きました。  

 昭和５０年代後半からは、ようやく公民館や文化施設の建設に着手し、昭和５７年に

楠葉公民館の開設をはじめとして、サンプラザ市民センター、蹉跎公民館、御殿山美術

センター、牧野公民館、津田公民館を次々に整備し、平成９年には菅原公民館、平成１

５年には南部市民センター、平成１７年には生涯学習情報プラザを開館しました。 

 また、青少年の健全育成に資する施設として、平成 2 年に枚方公園青少年センター

が整備され、軽音楽や演劇の拠点として利用されているほか、青少年教室やフリーゼミ

ナールといった青少年を対象とした事業を展開しています。 

地域の市民活動の拠点である公民館や枚方公園青少年センターには、音響・照明設備

のある 150 席程度のホールや視聴覚室、集会室、音楽室、料理室、和室などの施設が

設けられ、市民の利用に供しました。 

 

～公民館等を生涯学習市民センターとして再編～ 

平成１８年１０月には、多様な市民が生涯学習に取り組めるよう環境を整備するとと

もに、学びの成果を生かしながら市民と行政が連携してまちづくりを推進する仕組みを

つくるため、社会教育行政の枠組みにおかれていた公民館や文化施設を、総合行政部門

で所管する９つの「生涯学習市民センター」に再編しました。 

生涯学習市民センターにおいては、市民による活動委員会が事業を企画、実施し、市

は活動委員会が提案した事業を具体的に進めていく上での広報周知、会場準備等の支援

を行っています。 

 

～美術ギャラリーの整備～ 

市民の美術工芸等の作品発表の場、文化芸術活動の交流の場として、昭和５５年に枚

方市駅前の利便性を活かした市民ギャラリーを開設しました。市民の盛んな創作活動を

反映して、一般利用者展がプロ・アマチュアを問わず活発に開催されると共に、グルー

プ間の交流の場としての役割も果たしています。 

昭和６２年に整備した御殿山美術センターは、昭和初期に南画家矢野橋村が主宰した

大阪美術学校の跡地に建設され、陶芸や絵画など市民の美術創作活動の場、市民のアト
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リエとして盛んに利用されています。 

平成６年には、枚方市駅東口にふれあいセンター内に主に市民の手工芸、クラフト部

門の展示の場としてふれあいホールを設置しました。 

平成１７年には、京阪電鉄によるくずはモールのリニューアルに伴い、くずはモール

３階にくずはアートギャラリーを新設しました。この施設は京阪電鉄、枚方市文化国際

財団、枚方市の三者のパートナーシップ（次図のとおり）で運営するもので、若手作家

の利用減免制度も設け、ショッピングセンター内という集客力を活かした企画・運営を

目指しています。 

なお、平成 26 年 3 月にくずはモールのリニューアルに伴い、くずはアートギャラ

リーもリニューアルオープンしました。 

 

●くずはアートギャラリー 三者のパートナーシップ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～枚方市市民会館の整備～ 

 地域の市民の活動の場である生涯学習市民センターに対し、市民会館は本市における

芸術文化の拠点施設といえる施設です。 

 市民会館は、昭和３６年の公民館の閉鎖により、会議室などが不足し、市民団体の活

動に大きな障害を来たしていたことから、社会教育団体から市民会館建設の要望が持ち

上がり、市はこれに応える形で、昭和４０年２月に市民会館を開館しました。当時の会

館施設は１階が市民ホールや労働センターで会議や催物に利用され、２階は結婚式場と

披露宴会場、３階は市立図書センター・青少年センター、４階は音楽室として市民に広

く利用されました。 

昭和４６年には１４４８人収容の大ホールが完成し、市民の発表や鑑賞事業などに利

用され、本市の文化芸術の拠点施設の役割を担っています。 

平成１７年４月に関西外大跡に枚方図書館が移転したことに伴い、中央青少年セン

ターの機能を持った集会室も廃止し、貸し出しを行う会議室に転用しました。 

 市民会館の施設管理については、直営ののち、平成 4 年の文化振興事業団設置に伴

い、事業団（後に枚方市文化国際財団）が担ってきましたが、平成 18 年度より指定管

理者制度を導入し、民間事業者により平成 24 年 3 月末まで施設管理を行いました。 

情報発信 

情報 
発信 

情報 
発信 

総合調整 

財政支援等 

財団へ施設スペース 
の提供・機能の整備 
財団は事業展開 

サービス提供 

市 

民 

民間事業者

(株)京阪電鉄 

文化国際財団 枚方市 
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～新たな文化芸術の拠点施設（総合文化施設）の整備検討～ 

現市民会館ホール（大ホール 1448 席）は建設から４０年以上が経過し、躯体や設

備の著しい老朽化やバリアフリー化への対応、遮音性能等の基本的な性能不足の他、舞

台周りや控え室が狭隘で、ホワイエがないなど機能や設備が不十分であること、ホール

入り口扉が 1 枚扉であることからくる音漏れ、エレベーターがなくトイレが地階にあ

ることによるアクセスの面での課題などから、利用者の多様なニーズに対応できていな

い状況にあります。また、小ホールについては、ホールとしての機能を全く有しておら

ず、利用者が他市のホール等の利用を余儀なくされています。そこで、こうした現状の

施設の有する課題に対応するため、本市では新たな芸術文化の拠点施設として総合文化

施設の整備に向けた検討を進めています。 

この総合文化施設は、優れた文化芸術に出会える場、市民の発表の場として整備する

だけでなく、ここを拠点に個性と特色ある芸術文化を創造・発信し、市内外から多くの

人が集まり本市の玄関口にふさわしい、にぎわいのシンボルとして機能も合わせて検討

しています。 

 

【総合文化施設の施設機能】 ※平成 26 年 6 月に策定した「総合文化施設整備計画」より引用 

・音楽公演を主たる用途とし多用途に使用できる 1500 席程度の規模のホール 

・演劇公演を主たる用途とし多用途に使用できる 400 席程度のホール 

・200 席程度の平床形式のホール 

・リハーサル室 

・美術ギャラリー 

・会議室等 

※延床面積 14,200 ㎡を想定 

 

なお、ここで示した諸室の機能については、確定したものでなく、民間事業者による

提案調査など今後の施設機能の検討において変更される可能性があります。 

 

（２）ソフト事業の展開 

 ①公民館から生涯学習市民センターへ 

【市民劇場】 

楠葉公民館の開館と同時に枚方の文化発信の拠点となることを目的に始めたのが

「市民劇場」です。100～150 人規模の会場で、出演者の息づかいが聞こえる距離

と雰囲気の中、舞台と観客が一体となった空間を共有できるところが大きな魅力であ

り、クラシックのコンサート、一人芝居などの演劇、寄席など幅広いジャンルで、一

流アーティストに触れる機会を提供してきました。 

  公民館が次々と整備される中で、各公民館においても市民劇場が展開されてきまし

たが、イベント内容の競合、集客力の低下などの課題もあり、生涯学習市民センター

への再編を機に整理しましたが、市民劇場の一部の事業は市民を中心に活動する生涯

学習市民センター活動委員会の事業として引き継がれています。 
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【人形劇】 

  枚方の人形劇は 1975 年に当時の家庭教育学級参加者からの要望により「人形劇

作り講習会」が開催されたことをきっかけに、人形劇団が複数結成され、「枚方人形

劇連絡会」が誕生しました。人形劇団は、1982 年の楠葉公民館の開館以降、公民

館を拠点として活動し、枚方の文化芸術活動の大きな特色となっています。 

さらに、多くの子どもたちにも人形劇を楽しんでもらえるように各公民館ではサン

サン人形劇やひらかた人形劇フェスティバルを開催するほか、人形劇作り講習会を開

催し、人形劇団の育成を図っており、これらの事業は、生涯学習市民センター再編後

も継続して実施しています。 

  今年で 24 回目となる「ひらかた人形劇フェスティバル」は、観る人形劇・参加す

る人形劇を十分に楽しんでもらえる全国でも有数の人形劇フェスティバルであり、

市・内外のプロ・アマ人形劇団の発表や交流を目的としても開催してきました。全国

から約 50 劇団が枚方へやってきます。 

 

【生涯学習市民センター活動委員会事業】 

  各生涯学習市民センターでは、事業企画を市民と職員で構成する活動委員会で実施

しており、平成 23 年度実施事業のうち、文化芸術に関する主な事業は次のとおりで

す。 

センター名 主な事業の概要 

楠葉生涯学習市民センター 第 63 回くずは寄席、第 12 回災害支援チャリティコンサート 

蹉跎生涯学習市民センター 初級パッチワーク講座、銭太鼓講習会 

御殿山生涯学習美術センター 
扇子作り講座、スティールパンコンサート、夏休みこども企画

陶芸体験 

牧野生涯学習市民センター 名画シアター、アヤルグふれあいコンサート、バンドライブ 

津田生涯学習市民センター 
レコードコンサート、加賀丈子新春津軽三味線演奏会、つだ南

光亭、 

菅原生涯学習市民センター 
菅原陶芸館、祥子コンサート、梅村知加ピアノコンサート、延

時幸子ピアノコンサート、ナツメロ歌声喫茶 

南部生涯学習市民センター 
すたたんライブコンサート、陶芸講座、芸術・芸能アラカルト、

ユーカリコンサート、ピアノリレーコンサート 
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②美術関連施設の取り組み 

【市民の活動の発表の場】 

 
市民ギャラリー ふれあいホール 

くずはアートギャ

ラリー 

御殿山生涯学習 

美術センター 

市民の美術

工芸作品の

展示 

○ ○ ○ 

○（ロビーのみ） 

※年 1 回作品合同

展実施 

公募展 

市民絵画展 

市民書道展 

小・中学生絵画コン

クール 

 

写真コンクール 

 

若手作家へ

の支援 

  施設貸出時に

40％減免実施 

アートフラッシュ

（枚方市ゆかりの

若手作家の展示） 

 

【市民への鑑賞機会の提供等】 

 施設名 事 業 名 

市民ギャラリー 

・第 31 回枚方市内高校合同美術展 

・第 4 回高校生書道展 

・市民ギャラリー企画展 

｢切り絵の魅力 与縄忠之＋保下真澄展｣ 

御殿山生涯学習美術センター 

・企画展 アトリエ美術館 Vol.15 

栗本夏樹／祈るかたち 

ワークショップ／「紙のかぶりものを作ろう」 

・実技講座「基礎から始めようパステル画」 

・実技講座「簡単に描けるスケッチ画」 

くずはアートギャラリー ・貝工芸でめぐる“完全版”東海道五十七次 水田博幸展 

  ※上記のほか、各施設のショーケース内等において市所蔵作品を展示しています。 

 

【市民の美術創作活動のきっかけづくり】 

市民の美術創作活動のきっかけづくりとして、御殿山生涯学習美術センターにおい

て実技講座を実施しているほか、菅原・南部生涯学習市民センターにおいては陶芸関

係の取り組みも行われています。 
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③その他施設における取り組み 

【枚方市少年少女合唱団】（枚方公園青少年センター） 

枚方市少年少女合唱団は、1971 年（昭和 46 年）に当時の小学校、中学校の音

楽教諭が中心となり、音楽を通して青少年の健全な育成と市民文化の向上に寄与する

ことを目的として設立さました。枚方公園青少年センターを拠点とし、現在は、枚方

市在住の小学校３年生から高校３年生までの 49 名が在籍しています。主な活動とし

て、定期発表会やクリスマスコンサートのほか、様々なイベントに出演しています。 

 

【体験工房】（旧田中家鋳物民俗資料館） 

  体験工房は、鋳造をはじめ工芸や美術などの創作活動が体験できる施設として、平

成 20 年７月、旧田中家鋳物民俗資料館管理棟１階にオープンしました。主催事業と

して、鋳造講座、簡易鋳造講座、彫金講座、バーナーワーク講座、七宝講座、ステン

ドグラス講座等を開催しているほか、一般利用貸出もしています。 

 

④小・中学校における取り組み 

枚方市における特色ある教育、学校園づくりを推進する事業の一環として、小学校

合同音楽会の開催や「演じてみて観て感じるワーク事業」としてプロの劇団員から直

接指導を受ける機会を設けるほか、各学校では、ミュージカルや演劇、能楽鑑賞など、

児童・生徒の体験・鑑賞の機会の充実に努めています。 

また小中学校では、和太鼓クラブや吹奏楽部、軽音楽部、美術部、茶道部など文化

系のクラブ活動・部活動も盛んで、学校内での活動の他、音楽系クラブでは、地域の

イベントなどで演奏を披露しています。また、美術部では、地域の子ども達に絵画指

導を行うなど、地域での活動にも取り組んでいます。 

（平成 23 年度の主な取り組み） 

種類 取り組み 内 容 

発表 

小学校合同音楽会 

音楽を通して学校間や地域社会との交流を深めるため、小

学校を中心に音楽の授業で学んだ合唱などの成果を発表 

枚方市立幼稚園児絵画展 
市立幼稚園に在籍している４・５歳児の絵や作品を展示 

市内公立中学校生徒美術展 

中学校美術教育の充実を図るとともに、生徒の創造意欲を

高め、教員の指導力向上につなげるため、授業で制作した

作品を展示 

体験 
演じてみて観て感じる 

ワーク事業 

小学校高学年児童が、平田オリザ氏が主催する劇団の劇団

員に、テーマ設定、脚本作り、発声、演出等についてワー

クショップ形式で指導を受け、劇の発表 
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種類 取り組み 内 容 

鑑賞 

古典芸能鑑賞 能楽堂における能や狂言の鑑賞 

音楽鑑賞 

・クラシックコンサート 

・ソプラニスタ岡本知高氏公演 

・筝など邦楽器の演奏（演奏指導含む） 

・ギター演奏会 

演劇鑑賞 

・プロ劇団による演劇及びその事前学習 

・人形劇 

・ニッセイ文化振興財団主催の「ニッセイ名作劇場」（無

料招待） 

※ 各学校における鑑賞事業については、児童・生徒から鑑賞料として一定の負担を求めている場合や次世代を担う

子どもの文化芸術体験事業などの国の支援制度等を活用し、実施するなどしています。 

   

⑤枚方市文化国際財団における取り組み 

公益財団法人枚方市文化国際財団では、自主企画事業として、吹奏楽やオーケスト

ラの公演や古典芸能などの鑑賞事業をはじめ、定期的に映画鑑賞会の実施や、市民を

支援し、市民と共に創作的な公演を演出するなど地域文化の振興を積極的に行ってい

ます。 

これまでに市と財団及び財団の前身である枚方市文化振興事業団が取り組んでき

た主な企画事業 

 

～アジア音楽祭の開催～ 

 「アジアの文化を広く市民に紹介する」という文化振興事業団の趣旨により、アジア

ブームが起こる前の平成 4 年１０月にいち早くアジアに着目し、アジアをテーマと

して、香港のアグネス・チャンをはじめ、インドネシアのガムラン演奏や舞踊、タイ

の伝統音楽や民謡、沖縄の琉球音楽や舞踊等を紹介する音楽祭を市民会館大ホールで

開催し、好評を博しました。 

 

～五嶋みどりレクチャーコンサートの開催～ 

天才ヴァイオリニストとして、世界各国での演奏活動に絶賛を浴びている枚方市出

身の五嶋みどりさんがアメリカで『みどり教育財団』を設立し、世界のこどもたちに

無料招待のレクチャーコンサートを展開していたことから、その一環として、平成 5

年 6 月に市内の小学５年生１４００人を無料招待し、枚方市民会館大ホールでヴァ

イオリンのレクチャーコンサートを開催しました。 
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～枚方市海外友好都市音楽祭～ 

平成 20 年 9 月に枚方市文化国際財団設立 5 周年を記念して、オーストラリア・

ローガン市、中国上海市長寧区、韓国・霊岩郡の 3 つの海外友好都市から学生を招

き、枚方市の学生と音楽交流を行う「海外友好都市青年音楽祭」を市民会館大ホール

で開催しました。青少年の音楽交流を通じて、相互理解と国際交流の促進を図りまし

た。 

 

～枚方市市制施行６０周年記念事業～ 

歴史文化祭「古のひらかた物語」枚方市歴史ミュージカルの開催 

平成１９年１２月に枚方市市制施行６０周年を記念し、平安時代に桜の名所として

知られた渚院を舞台に惟高親王と在原業平の親交を通じた本市と桜の由緒や、即位し

て 1500 年となる継体天皇と本市の関わりなどをテーマに、市民と財団が協働で作

り上げる歴史ミュージカルを開催しました。 
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回数 事　　業　　内　　容

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

1,134 人
市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

メセナひらかた会館
大会議室

メセナひらかた会館
多目的ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

映
　
　
画

958

721

3 1,265

366

人

585

人

1,133

人

人

劇団四季ファミリーミュージカル
「はだかの王様」
（枚方市こども夢基金活用事業）

28

伝統芸能を知る　新春を彩る　雅楽の調べ 170

「鍵泥棒のメソッド」

人

732

(内 345人こ
ども招待)

小椋佳「歌談の会」

枚方パリ祭(シャンソン公演)　(ワイワイ企画共催)

人1,289

人

人

人

1,142

人音楽ア・ラ・カルト～心に癒しのエッセンスを！～5

6月1日(土) 1

7月13日(土)

7月5日(金) 664

447

アマラウ・ビエイラ ピアノリサイタル(民音共催)

1

南こうせつ　コンサートツアー2013
   -うちのお父さん-

（１）芸術文化事業

入場者数

人1

1,068

１９６６カルテット
「ビートルズ＆クイーン＆マイケル・ジャックソン　クラシッ
クス」

869

1月25日(土) 1

開　催　月　日　

5月11日(土) 1,087

平成25年度　枚方市文化国際財団実施事業一覧

5月23日(木)

5月16日(木) 1 大阪交響楽団 無料公開リハーサル

34月25日(木)

12月1日(日)

1月19日(日)

7月16日(火)

3

3

1

1

3

現代版組踊り

「火怨の蝦夷、阿弓流為」
　　か　えん　　　え　みし　　あ　て　　る　い

（ひらかた肝
きむたか

高倶楽部共催）

9月26日(木)

会　　　　場　

音
　
楽

（
コ

ン
サ
ー

ト

）

古
典
芸
能
・
演
劇
等

1

「レ・ミゼラブル」

6月19日(水)

人

「北のカナリアたち」

「最強のふたり」

「東京家族」

人

人

人喜劇発祥110年記念「松竹新喜劇」

1

1

10月24日(木) 1

10月30日(水)

8月29日(木) 1

8月9日(金)

176

打打打団  天鼓　  和太鼓コンサート
  ～古から今に伝える和の響き～

8月31日(土)

人1 日本の伝統文化講座～和太鼓をもっと知ろう～

715

人

人雅楽をもっと知ろう!　「雅楽レクチャー講座」

市民会館
大ホール

市民会館
大ホール

628

10月18日(金)

2 「舟を編む」 人

450 人「ローマの休日」2

11月12日(火)

※映画については、「株式会社　大阪映画センター」と共催事業。
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（３）市の支援施策 

①子ども芸術文化育成支援事業 

芸術や文化などの創作活動を通し、子どもの柔軟な発想や豊かな心を育むことを目

的に、平成 18 年度より創設し、市内の１８歳以下の子どもを対象にした事業を支援

しています。支援内容としては、補助金の交付、会場の確保、広報活動の支援を行っ

ています。 

支援事業については次のとおり 

 

（平成 23 年度） 

事 業 名 主催団体 事業内容 参加人数 

STN プロデュース 

「Stage LABO.03－サン

タ・クロースの作り方－」<

演劇> 

劇 団 SE ・

TSU・NA 

オーディションで選ばれた子どもたちが

ワークショップ形式で表現方法を学び、作

り上げた作品を発表する。演劇を通じて、

表現力やコミュニケーション能力を高め、

豊かな感性を育む。 

参加人数 小

学生 20 人 

来場者数 

277 人 

韓国の打楽器・チャンゴを

体験しよう<音楽> 

中宮チャンゴ

の会 

チャンゴの演奏を通じて、子どもたちの音

楽や異文化への関心を高める。 

参加人数 

17 人 

 

（平成 24 年度） 

事 業 名 主催団体 事業内容 参加人数 

みんなで大きな絵を描こう

<美術> 
造形塾 

参加者全員で 1 枚の大きな紙（10m×

5m）にクレパスで自由に絵を描くこと

で、共同作業の楽しさを学ぶとともに美術

への関心を高める機会とした。また、完成

後には、大ホールステージに作品を展示し

た。 

62 人 

 

（平成 2５年度） 

事 業 名 主催団体 事業内容 参加人数 

伝統文化枚方筝・尺八体験

教室 
枚方三曲協会 

筝と尺八の演奏を体験し日本の伝統文化

に親しみ、理解を深めた。また、筝や尺八

が日本に伝わった歴史的背景や著名な演

奏家について学ぶなど、邦楽や楽器に対す

る関心を深めた。 

14 

StageLABO.04「音と遊

ぶ。」 

劇団 SE・

TSU・NA 

参加者は、5 ヶ月間の稽古を経て舞台公演

の創作に取り組み、演技を学ぶだけでなく

ステージ上で使用する音の創作を行うな

ど、出演者と裏方の双方の立場から舞台づ

くりを学んだ。 

24 
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②子ども夢基金活用事業 

こどもの夢を育む教育・子育てに係る事業を支援するために、｢枚方市こども夢基

金｣を活用し、必要な環境整備や特色ある施策を推進。芸術、スポーツなどの分野で

活躍しているトップアーティストと出会う機会を設け、子どもたちが夢を育むきっか

けをつくるソフト事業などを対象としています。 

③若手作家支援事業（再掲） 

～くずはアートギャラリー減免制度～ 

   若手芸術家支援策の一環として、美術工芸の部分で自発的な創作活動を行い、原

則 18 歳以上 30 歳未満の若手芸術家が展示室を使用する場合は、使用料の 4 割を

減額しています。 

  ～アートフラッシュ～ 

   枚方市ゆかり（市内在住・在職・在学のいずれか）の若手作家の作品を紹介する

事業として、御殿山生涯学習美術センターのロビー内の展示ケースを使って開催し

ています。 

④文化団体等への支援事業 

枚方市文化国際財団は、市民の文化活動の育成・支援として、吹奏楽フェスティバ

ルや演劇ワークショップなどの市内の文化芸術団体への支援事業を実施しています。 

（平成 25 年度における支援事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回数 事　　業　　内　　容

市民会館
会議室他

市民会館
会議室

延 市民会館
3,750 大ホール

延 市民会館
2,500 大ホール

市民会館
大ホール

メセナひらかた会館
多目的ホール

メセナひらかた会館
多目的ホール

メセナひらかた会館
多目的ホール

3月22日(土)

3月23日(日)

人

人

人

129 人1
地域コンサートシリーズⅤ
「秋の音楽散歩」　清水信貴が誘う麗しのフルートの世界
（枚方市共催）

1
第２０回ひらかた吹奏楽フェスティバル
（枚方吹奏楽協会共催)

11月9日(土)

2月22日(土)

11月24日(日)

10月26日（土）
10月27日（日）

森繁久彌生誕100年記念事業「舞台制作講座」連携事業

文化サポーター講座
「レセプショニスト」講座

1

11月3日(日)

110月26日(土)

9月14日(土)

2

開　催　月　日

邦楽演奏会　観菊の調べ（市内6大学・高等学校・市民
団体等合同音楽祭）
（市受託事業）

2013演劇セミナー＆ワークショップ「演劇あ・ら・かると」

～天の川伝説を３つの表現方法で舞台を楽しむ！～

（枚方演劇連絡会共催）
1

2013ひらかた市民合唱祭
（枚方合唱協会共催）

5

会　　　　場　入場者数

700

28 人

人

 Music　Battle　Vol.８
（エフエムひらかた共催）

第9回早春コンサート
（枚方市退職教職員会共催）

3231

人

人

枚方市民メサイア公演2013「Messiah」
（「枚方市民メサイア公演2013」運営委員会共催）

918

岡東中央公園

53 人

9月13日（金）～
10月24日（木）

3月15日(土)
楠葉生涯学習
市民センター

2

247

1911

1

3月8日(土)

1

3月2日(日)
枚方メサイア管弦楽団第4回自主公演
～時代劇オペラの楽しみ～
(枚方メサイア管弦楽団共催)

牧野生涯学習
市民センター

さだ生涯学習
市民センター

114

人

 ２５ｔｈひらかた人形劇フェスティバル
（ひらかた人形劇フエスティバル実行委員会共催)

地域コンサートシリーズⅥ「舞への誘い」
（枚方市共催）

人

人3,816
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⑤その他市関連事業 

～名誉市民・森繁久彌生誕１００年記念事業～ 

平成 25 年は本市の名誉市民森繁久彌さんの生誕１００年の記念すべき年で、

市民参加でプロの俳優や歌手と舞台を作り上げる記念事業を開催しました。生誕

１００年記念事業は平成 25 年 11 月から 12 月にかけて、森繁久彌展示会や市民

が選んだ森繁久彌映画会、森繁氏と親交のあった女優の樹木希林さんを招いての

トークショーを開催した他、メイン事業として「語りと音楽による生誕 100 年記

念事業」を開催しました。メイン事業では、森繁さんの生き様を語る朗読公演や

森繁さんの愛した唱歌や代表的な主演ミュージカルの挿入歌であるサンライズ・

サンセット、森繁さん作詞・作曲の「知床旅情」など市民有志の合唱団や管弦楽

団、少年少女合唱団、公募市民がプロの俳優や歌手と共に舞台を作り上げ、枚方

の特色を活かしたオンリーワンでオリジナルの市民参加の舞台を披露しました。 

また、この事業では、朗読ワークショップや舞台制作講座を開催するなど、市

民の人材育成にも取り組みました。 

 

～名誉市民・森繁久彌さんを偲ぶ会の開催～ 

平成 22 年 2 月 6 日に「名誉市民・森繁久彌さんを偲ぶ会」として故森繁久彌

さんの市民参加による音楽葬を開催しました。この偲ぶ会では、森繁氏の愛した

唱歌や氏が主演した代表的なミュージカルの挿入歌であるサンライズ・サンセッ

トや作詞・作曲の「知床旅情」などを、市内の合唱団体や少年少女合唱団、枚方

フィルハーモニーなどで活動する市民等による歌や演奏で演出するなど枚方の特

色を活かした音楽葬として実施し、市民約 1200 人が参列しました。 

 

  ～枚方宿ジャズストリート～ 

   枚方宿や枚方市駅周辺の公園や飲食店、枚方市駅コンコースなどを会場とし、地

域の活性化と人々の交流を図ることを目的に、ジャズイベントを開催しています。

プロ・アマ約 50 組のジャズバンドが出演する枚方を代表するジャズイベントで、

ひらかた菊音楽祭実行委員会が主催し、市は会場確保やＰＲ支援、事業費の補助な

どを行っています。 

 

 

（４）表彰制度 

①市民スポーツ文化賞 

本市におけるスポーツ及び文化、芸術、学術等を振興するため、スポーツ及び文化

等の褒賞に関する要綱に基づき、スポーツ及び文化、芸術、学術等の分野における競

技会、コンクール等において優秀な成績を収めたものに対し褒賞を行っています。 

市民スポーツ賞及び市民文化賞の 2 種類あり、市民文化賞の過去の表彰者につい

ては次のとおりです。 
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文化賞
第1号

関西外国語大学吹奏楽部
(5名)

第16回全日本ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 大学の部 金賞 平成5年4月28日

文化賞
第2号

関西創価小学校アンジェ
リック・ブラスバンド

１９９６年度こども音楽コ
ンクール文部大臣奨励賞選
考会(全国大会)

小学校管楽器合奏
の部

文部大臣
奨励賞受賞

平成9年2月20日

文化賞
第3号

水口久美子(みずくちく
みこ)17才

平成９年度明るい選挙啓発
ポスターコンクール

文部大臣・
自治大臣賞受賞

平成9年12月15日

文化賞
第4号

関西創価小学校アンジェ
リック・ブラスバンド

平成１０年度全国学校合奏
コンクール(全国大会)

小学校の部
内閣総理
大臣賞受賞

平成11年2月5日

文化賞
第5号

高畑雅一(たかはた まさ
かず)38才

ウインザ－＆ニュ－トン社
主催西暦２０００年記念世
界の絵画公募展

ﾍﾞｽﾄ12(日本では
1位)

平成12年11月1日

文化賞
第６号

関西創価小学校アンジェ
リック･ブラスバンド

2001年度NBSこども音楽
コンクール文部科学大臣奨
励賞選考会全国大会

文部科学大臣奨励
賞

平成14年3月31日

文化賞
第７号

関西創価小学校
第45回全国書きぞめ作品展
覧会

小学校団体の部 全国優勝 平成14年3月1日

文化賞
第８号

関西創価小学校アンジェ
リック･ブラスバンド

第22回全日本小学校バンド
フェスティバル全国大会

グッドサウンド賞 平成15年12月19日

表彰日時等種別 表彰者氏名等、年齢 大会名 競技会等の内容 大会の結果

 

 

５．文化芸術を支える行政の体制 

（１）枚方市の体制 

 枚方市の文化芸術の振興を直接的に担う部署は地域振興部で市民会館・ホールを所管

し、文化及び芸術の振興を担う文化振興課並びに地域の文化施設である生涯学習市民セ

ンター（美術ギャラリーを含む）を所管し、生涯学習の振興を担う生涯学習課が主とな

ります。 

   

（２）公益財団法人 枚方市文化国際財団の体制 

（枚方市文化国際財団の設立目的） 

  

 

 

 

 

（文化国際財団の沿革） 

昭和４９年、枚方市文化国際財団の前身となる枚方市文化協会が発足し、優れた芸

術・文化作品の鑑賞の機会の提供と市民の文化活動の相互交流の推進に寄与してきま

した。高度成長により市民の所得水準が向上し、自由時間の拡大などを背景に、市民

の文化芸術活動が活発化し、文化芸術に対するニーズが多様化するに伴い、協会がそ

うしたニーズに対応することが難しくなりました。そこで、幅広く、きめ細やかな文

化振興策を実施するため、柔軟な対応ができる組織として、平成４年３月に財団法人

文化振興財団を設立しました。 

（文化国際財団定款より抜粋） 

市民の文化活動の振興と、積極的かつ多彩な国際交流事業を行うことにより、市民の国際理解と友好

親善の促進を図り、もってふれあいのある豊かな地域文化の創造と、地域社会の国際化に寄与する 
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平成１６年４月に、財団法人の整理・統合する一環で、枚方市文化振興事業団（平

成４年３月３０日設立）と、枚方市国際交流協会（平成７年１２月１日設立）の２つ

の財団法人を統合し、財団法人枚方市文化国際財団が発足しました。この統合により、

これまでの文化芸術の振興と合わせて、国際交流事業の大きく２つの役割を担う財団

法人となりました。 

平成１５年に地方自治法の改正により指定管理者制度が導入され、これを契機に文

化国際財団は施設管理を除き、市民会館ホールを活用したソフト事業の実施に特化す

る組織と位置づけ、市民会館本館・ホールの施設管理については、平成１８年度から

指定管理者による管理を行うこととなりました。 

文化国際財団は、平成 24 年 4 月から国の公益法人改革の流れの中、公益財団法

人に移行しています。 

 

（予算規模・補助金） 

指定管理者制度導入後の予算規模は、年間１億２０００万円程度で推移しています。 

財団の収入は入場料収入のほか、市からの補助金が主な収入で、平成２５年度決算

での市から財団への補助金は以下のとおりです。 

  項目 金額 主な補助対象経費 

文化国際財団活動補助金 ４８６８万円 
人件費、国際交流事業や市民支援にかか

る文化芸術振興事業にかかる経費 

くずはアートギャラリー運営補助金  ８６３万円 
施設共益費、光熱水費、人件費、消耗品

等 

※くずはモールのリニューアル工事に伴い、くずはアートギャラリーを平成 25 年 6 月から平成 26 年 3 月初旬まで

閉鎖していたため、平成 25 年度のくずはアートギャラリー運営補助金決算額は例年と比較して少ない。 

（平成 24 年度決算額 16,498,470 円） 

 

（人員体制・組織） 

文化国際財団事務局の職員については、平成 21 年 3 月末に市からの派遣職員を

全て引き揚げたことから、現在は市退職職員と非常勤職員及び臨時職員で構成して

います。 

平成２５年度人員体制 

事務局： 理事長（市退職職員） 

常務理事（市の地域振興部長が兼務） 

事務局長（市退職職員） 

事務局次長（市退職職員） 

総務・経理部門と事業部門 

事業部門（事業担当、国際交流担当） 

議決機関及び理事長の諮問機関： 

理事会（現員１２人）、評議員会（現員１０人）、監事（2 人） 

 

非常勤職員７人及び臨時職員 


