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林英世演出
市民参加朗読劇
シェークスピア作「夏の夜の夢」

吹田市民劇場 メイシアター・千里金蘭大学共同事業
吹田市民の「第九」2020 藤岡幸夫指揮
関西フィルハーモニー管弦楽団スペシャルコンサート

12/21
22

3/8

14：00
11：00 ／ 14：30
吹田歴史文化まちづくりセンター
浜屋敷
500円 ※メイト会員は1割引
全席自由
★チケット発売 11/11（月）
Ｔ ロ L51473

17：00 千里金蘭大学佐藤記念講堂
2,500円
当日2,800円 ※メイト会員は1割引
全席指定
Ｔ ぴ P165-101 ロ L53178
★チケット発売 12/5（木）
★メイト会員先行発売 12/4（水）

【ソリスト】ソプラノ 林 佑子
アルト 長谷川明莉
テノール 伊原木幸馬
バリトン 鳥山浩詩
【共
演】メイシアター・ハレ合唱団2020＜一般公募約120人＞ 千里金蘭大学の学生

2018 年関西現代演劇俳優賞を受賞した
林英世の演出で、公募による市民の朗読
劇をお届けします。

公演中止

ⒸSHIN YAMAGISHI

吹田市民劇場 〜心に響く歌声 佐藤しのぶコンサート
11/24
15：00 千里金蘭大学佐藤記念講堂

佐藤しのぶ氏が2019年9月29日にご逝去されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
■チケット代金の払い戻しについて

メイシアタープレイガイド窓口、メイシアターインターネットチケットでチケットをご購入いただいたお客様は、
メイシアタープレイガイド窓口にてチケット代金の払い戻しをいたします。ぴあ、ローソン等、他のプレイガイドで
チケットをご購入されたお客様は、各プレイガイドにより払い戻し方法が異なります。
各々の払い戻し方法につきましては、メイシアターへお問合せいただくかホームページをご覧ください。

メイシアターは改修工事のため 2019 年７月から2020 年８月まで休館します。
休館中の

吹田市役所 低層棟3Ｆ 仮事務所 〔平日9：00〜17：30〕
ＴＥＬ（受付）06-6380-2221（チケット）06-6386-6333（舞台相談）06-6380-2283

休館中の

２０１９年１１月〜２０２０年 ３月
２０２０年 ４月〜２０２０年 ８月

受付窓口
受付抽選会

吹田市役所 低層棟３Ｆ 研修室
吹田商工会議所 ３Ｆ 大会議室〔毎月最初の平日１０：００開始〕

吹田市役所 研修室
2019年 11月 １日（金）2020年11月ホール使用分

2020年

12月 2日（月）2020年12月ホール使用分
1月 6日（月）2021年
2月 3日（月）2021年
3月 2日（月）2021年
2020年

1月ホール使用分
2月ホール使用分
3月ホール使用分
9月諸 室使用分

吹田商工会議所 大会議室
4月ホール使用分
2020年 4月 １日（水）2021年
2020年10月諸 室使用分
5月ホール使用分
5月 1日（金）2021年
2020年11月諸 室使用分
6月ホール使用分
6月 1日（月）2021年
2020年12月諸 室使用分

7月 1日（水）2021年
2021年
8月

7月ホール使用分
1月諸 室使用分
8月ホール使用分
3日（月）2021年
2021年 2月諸 室使用分

リニューアルオープン後の抽選会は、メイシアターにて毎月１日（１月は４日）9:00 開始となります。

2020 年 9 月 1 日（火）リニューアルオープン予定

（休館中の情報は変更される場合がありますので、事前にホームページまたはお電話でご確認ください。その他ホームページ等で随時お知らせをしてまいります。）

吹田市民劇場＜普及啓発事業＞
人形劇団京芸「うみぼうやとうみぼうず」

吹田市民劇場＜普及啓発事業＞
伝統芸能体験鑑賞 はじめての能

1/5

2/9

14：00 千里市民センター大ホール
500円 ※3歳以上有料
※メイト会員は1割引
全席自由
Ｔ ロ L55787
★チケット発売 11/7（木）

Ｔ ロ L51357

元気いっぱいのうみぼうやは、海の生
き物たちと大海原でいつも遊んでいま
す。ある日、大きな入道雲の上にのぼっ
たうみぼうずは降りれなくなり、うみ
ぼうず父さんや海の仲間たちが入道雲
を切り倒そうと大奮闘！うみぼうやは
無事にみんなの元に帰ることができる
のでしょうか？

案内人

13：30
無料
吹田聖書福音教会

1/19

成田達志（小鼓方幸流）

【プログラム】
・演奏
・解説と体験「はじめての能」
・装束付き舞囃子「羽衣」
※後半部分を上演

すいたティーンズクラシックフェスティバル
吹田の若手音楽家によるコンサート

1/6

14：00 千里市民センター大ホール
2,000 円
※メイト会員は1割引
全席自由
★チケット発売 11/14（木）

吹田市民劇場＜普及啓発事業＞
おしくまおう
「忍熊王の土まんじゅう」
い さ ち の すく ね
ききがき吹田の民話「五十狭芽宿祢」より

2/14
15

1/26

13：30 千里市民センター大ホール
500円 ※3歳以上有料
※メイト会員は1割引
全席自由（桟敷席とベンチシート）
Ｔ ロ L55805
★チケット発売 11/7（木）

森に独りで住んでいるクマは、誰にも邪魔されず生活していることが
何よりの幸せ。今日もミルクティーを入れ、そのあまーいにおいに満
足げ。そこへにおいに誘われて
やってきた好奇心旺盛なネズミ
に大事なお茶の時間を邪魔され
追い返しますが、根負けしたク
マはネズミと一緒にお茶をしま
す。大きさも性格も全く逆の二
人のお茶会、さてさてどうなる
ことやら…。

吹田市民劇場＜普及啓発事業＞
ナニワのアナウンサー寺谷一紀の
朗読エンターテイメント 番外編②

2/24

㊗ 13：30
吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷
500円
※メイト会員は1割引
全席自由
★チケット発売 12/5（木）
Ｔ ロ L52283

吹田や北摂の民話を魅力いっぱいでお届け
します。

メイシアタープレイガイド（吹田市役所低層棟3階）

☎ 06-6386-6333（平日 9：00〜17：30）

14：00 千里市民センター大ホール
2,000 円
※メイト会員は1割引
全席自由
★チケット発売 11/14（木）

※チケットの電話予約はメイシアター・メイト会員に限る ※休業＝土曜日・日曜日・祝日・年末年始

インターネット

www.maytheater.jp

※購入には、事前にユーザー登録（無料）
が必要です

Ｔ ロ L51354

その他販売所

茂山千之丞（狂言方大蔵流）

【プログラム】
・解説、体験
・狂言「鎌腹」
出演：茂山茂、網谷正美

Ｔ ロ L52155

チケットのお買い求め方法

吹田市民劇場＜普及啓発事業＞
伝統芸能体験鑑賞 はじめての狂言

案内人

18：00

18：00
吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷
2,000円
※メイト会員は1割引
全席自由
★チケット発売 11/21（木）

13：30
無料
ホテル阪急エキスポパーク東館「銀河」

吹田市民劇場＜普及啓発事業＞
人形劇団クラルテ「おきゃく、おことわり？」

2/8

「羽衣」

「鎌腹」

ぴ チケットぴあ

☎0570-02-9999

ロ ローソンチケット

☎0570-084-005

Ｔ TNKツーリスト

営業時間 平日10：30〜19：00 土曜日10：30〜18：30
JR吹田駅前（さんくす1番館2階） ※休業＝日曜日・祝日・年末年始

