
枚方市総合文化芸術センター

2022年11月 月間カレンダー 2022/11/5　現在

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6

三山ひろしコンサート 回顧自選　篠田聴泉 回顧自選　篠田聴泉 華の彩り

関西医大 大ホール ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー 関西医大 大ホール

ひらしんイベントホール 関西医大 大ホール

回顧自選　篠田聴泉 回顧自選　篠田聴泉

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー

ひらしんイベントホール マルチスペース1.2 関西医大 小ホール

ひらしんイベントホール

ひらしんイベントホール

回顧自選　篠田聴泉

ひらしん美術ギャラリー メセナホール

食器は歌う

メセナホール

7 8 9 10 11 12 13

回顧自選　篠田聴泉 音楽発表会

ひらしん美術ギャラリー 関西医大 大ホール

関西医大 大ホール 関西医大 小ホール

朝の音楽会
関西医大 大ホール、
メセナホール　他

関西医大 大ホール、
メセナホール　他

ひらしんイベントホール 関西医大 小ホール

別館

メセナホール

関西医大 大ホール、
メセナホール　他

14 15 16 17 18 19 20

白バラ講座 新・菊人形展

関西医大 大ホール ひらしんイベントホール

関西医大 小ホール ひらしん美術ギャラリー 関西医大 小ホール 関西医大 小ホール

新・菊人形展
関西医大 大ホール

ひらしんイベントホール ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

障害年金無料相談会

マルチスペース1.2 ひらしん美術ギャラリー 関西医大 小ホール

日本史を学ぶ会 3JC合同例会 新・菊人形展

本館 メセナホール ひらしんイベントホール

ひらしん美術ギャラリー

マルチスペース1.2

21 22 23 24 25 26 27

新・菊人形展 新・菊人形展

ひらしんイベントホール ひらしんイベントホール

関西医大 大ホール
水彩画三人展

関西医大 小ホール 関西医大 大ホール 関西医大 小ホール

ひらしん美術ギャラリー
新・菊人形展 新・菊人形展 新・菊人形展

ひらしん美術ギャラリー ひらしんイベントホール ひらしんイベントホール ひらしんイベントホール

関西医大 小ホール
水彩画三人展 水彩画三人展

新・菊人形展
ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー

ひらしんイベントホール

水彩画三人展
マルチスペース1.2

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー
水彩画三人展

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー

日本史を学ぶ会
ひらしん美術ギャラリー

本館

ひらしん美術ギャラリー
ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー 別館

ひらしん美術ギャラリー

ラポールひらかた
マルチスペース1・2

28 29 30

新・菊人形展 新・菊人形展

ひらしんイベントホール ひらしんイベントホール

水彩画三人展

ひらしん美術ギャラリー 関西医大 大ホール

新・菊人形展
ひらしん美術ギャラリー

ひらしんイベントホール

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

南へ インドへの旅
吉田美紀子展

ジョイコール「ひらか
たで集う秋のコン
サート」

スガ シカオ25周年
ツアー ⼤感謝祭
2022

生誕240年 ニコロ・
パガニーニの世界
～ヴァイオリン・ギター・歌に
よる～

Banff Centre
Mountain Film
Festival in Japan
2022

Petit concert ～
歌のある風景～

心理カウンセリング力
養成基礎講座　体験
セミナー

映画「わが青春つきる
とも　伊藤千代子の生
涯」

日本商工会議所青年
部　第40回全国会長
研修会　笑売繁盛喜多
大阪会議

120分で知る名曲
コンサート Vol.２

市民公開講座「ばあ
ばは、だいじょうぶ」
上映会

花月合唱団コーロ・
フィオーレ第７回定期
演奏会

大翔会　関西後期絵
画展

大翔会　関西後期絵
画展

水彩画
「kikumasa」クラ
ブ作品展

大翔会　関西後期絵
画展

第25回写団くろね
こ写真展

水彩画
「kikumasa」クラ
ブ作品展

大翔会　関西後期絵
画展

心理カウンセリング力
養成基礎講座　体験
セミナー水彩画

「kikumasa」クラ
ブ作品展

水彩画
「kikumasa」クラ
ブ作品展

第11回カトレア写
友会写真展

南へ インドへの旅
吉田美紀子展

天勝悠太 ピアノリサ
イタル

バレエスタジオ　ス
ワンレイク　第13回
発表会

第56回琴古流尺八
銀友会定期演奏会

ラン・ラン ピアノリ
サイタル

水彩画
「kikumasa」クラ
ブ作品展

大翔会　関西後期絵
画展

大翔会　関西後期絵
画展

SPRINGひらかた
ゆる写真なかまをつ
くろう！～やさしい写
真教室～

第11回ひらかた社
協ふくしフェスティバ
ル

0歳からOK！親子で
一緒に聴ける クラ
シックコンサート

南へ インドへの旅
吉田美紀子展

ウクライナ難民支援
チャリティー公演　劇
場へ行こう！第５弾
「ヴェニスの商人」

第５回くろかわ透明
水彩画教室作品展

水彩画
「kikumasa」クラ
ブ作品展

第１回出版記念イベ
ント　美の祭典～五
感を整えしなやかな
「肌」と「心」のつく
り方

枚方市市制施行75
周年記念式典

SPRINGひらかた
ゆる写真なかまをつ
くろう！～やさしい写
真教室～

日本商工会議所青年
部　第40回全国会長
研修会　笑売繁盛喜多
大阪会議

日本商工会議所青年
部　第40回全国会長
研修会　笑売繁盛喜多
大阪会議

SPRINGひらかた
ゆる写真なかまをつ
くろう！～やさしい写
真教室～

エチュードオータムコ
ンサート～３つのコー
ラスによる音の饗宴
～

「国際コンサート」in
枚方 "ウクライナに
平和を"

南へ インドへの旅
吉田美紀子展

佐渡裕指揮 シエ
ナ・ウインド・オー
ケストラ
《ブラスの祭典
2022》

南へ インドへの旅
吉田美紀子展

南へ インドへの旅
吉田美紀子展

【共催】OSK日本歌劇団
創立100周年記念公演
OSK日本歌劇団大阪府
枚方市公演

【共催】OSK日本歌劇団
創立100周年記念公演
OSK日本歌劇団大阪府
枚方市公演
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枚方市総合文化芸術センター

2022年12月 月間カレンダー 2022/11/5/現在

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4

新・菊人形展 新・菊人形展
ひらしんイベントホール ひらしんイベントホール

関西医大 小ホール

新・菊人形展

関西医大 小ホール

ひらしん美術ギャラリー ひらしんイベントホール

マルチスペース1.2

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー
さつまいもライブ

メセナホール

別館

5 6 7 8 9 10 11

楽彩クラブ水彩画展 楽彩クラブ水彩画展 ひらかた将棋イベント

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー 本館

ひらしんイベントホール 関西医大 小ホール 第3回枚方21フォトクラ
ブ写真展

関西医大 小ホール 第3回枚方21フォトクラ
ブ写真展

楽彩クラブ水彩画展
別館

ひらしん美術ギャラリー
日本史を学ぶ会

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー
楽彩クラブ水彩画展

書道グループ書作展
Sakura

本館 書道グループ書作展
Sakura

第3回枚方21フォトクラ
ブ写真展

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー メセナホール ひらしん美術ギャラリー
楽彩クラブ水彩画展

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー 第3回枚方21フォトクラ
ブ写真展

モンパレ展
ひらしん美術ギャラリー

モンパレ展
書道グループ書作展
Sakura

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー 第3回枚方21フォトクラ
ブ写真展

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー 書道グループ書作展
Sakura

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー
モンパレ展

ひらしん美術ギャラリー

書道グループ書作展
Sakura

ひらしん美術ギャラリー
モンパレ展

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー
モンパレ展

ひらしん美術ギャラリー

12 13 14 15 16 17 18

楽彩クラブ水彩画展

ひらしん美術ギャラリー

第3回枚方21フォトクラ
ブ写真展

ひらしん美術ギャラリー 関西医大 大ホール

ひらしん美術ギャラリー 関西医大 小ホール マルチスペース1.2 関西医大 大ホール

書道グループ書作展
Sakura

生涯青春塾

ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー ひらしんイベントホール

モンパレ展
ひらしん美術ギャラリー ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

ひらしん美術ギャラリー

19 20 21 22 23 24 25

生涯青春塾

ひらしんイベントホール

ひらしん美術ギャラリー 関西医大 大ホール

26 27 28 29 30 31

なんくるないサーキッ
ト2022in枚方

宮川彬良＆アンサン
ブル・ベガ
アキラさんからのお
くりもの

北河内高等学校合同
美術・工芸展

心理カウンセリング力
養成基礎講座　体験
セミナー

遊佐未森 Mimori
Yusa Concert Tour
2022 『潮騒』
SHIOSAI 4
(acoustic)

第11回カトレア写
友会写真展

第25回写団くろね
こ写真展

第５回くろかわ透明
水彩画教室作品展

120分で知る名曲
コンサート Vol.3

第11回カトレア写
友会写真展

第25回写団くろね
こ写真展

第５回くろかわ透明
水彩画教室作品展

北河内高等学校合同
美術・工芸展

枚方市民メサイア公
演 2022　15周年
記念公演

北河内高等学校合同
美術・工芸展

Grazioso（グラツィ
オーソ）ピアノで時
間旅行　～ソロ・連
弾・2台

北河内高等学校合同
美術・工芸展

北河内高等学校合同
美術・工芸展

北河内高等学校合同
美術・工芸展

SPRINGひらかた
ゆる写真なかまをつく
ろう！～やさしい写真
教室～

大阪文化芸術創出事
業 フェアウエルコン
サートin枚方

SPRINGひらかた
ゆる写真なかまをつく
ろう！～やさしい写真
教室～

クリスマスコンサート
～ひと足早いクリス
マスを～

第11回カトレア写
友会写真展

第25回写団くろね
こ写真展

第５回くろかわ透明
水彩画教室作品展

真田ナオキ
CONCERT 渾身のス
テージをあなたに

七宝会公演　普及
公演

第11回カトレア写
友会写真展

第25回写団くろね
こ写真展

第11回カトレア写
友会写真展

第25回写団くろね
こ写真展

第５回くろかわ透明
水彩画教室作品展

第５回くろかわ透明
水彩画教室作品展

講演「世界で今何が起
きているのか」サヘル・
ローズさん
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