令和３年度（２０２１年度）事業報告書

令和３年度は、第４期目のメイシアター指定管理期間（５年間）の最終の年にあたり、
効果的な施設運営と多彩な事業活動に取り組みました。
これまで培ってきたネットワーク、プロデュース力を生かした幅広い世代の「市民参加」
、
次世代を担う「青少年育成」
、一般市民への「普及啓発」の３つの事業を柱に、良質の鑑賞
型事業やプロデュース能力を活かした創造型事業、市民参加型事業など６つの事業構成に
よる自主文化事業を実施し、地域の活性化と市民の文化活動の振興に努め、個性豊かな地
域文化の創造に寄与しました。
１．公益目的事業
＜市民の文化活動の振興を図る事業＞
市民の文化活動の振興を図り、個性豊かな地域文化の創造に寄与することを目的とし
ます。
優れた舞台芸術の鑑賞機会の提供、プロデュースによるオリジナル公演の創造・発信、
市民参加・協働事業の推進、地域の文化活動の支援、青少年の育成などに努め、市民の
創作・表現活動の場と優れた芸術文化に親しむ場の創造と発展に取り組み、施設の特性
を生かし、以下の事業を行いました。

(1) 市民が優れた舞台芸術に親しむ機会を提供する鑑賞型事業
市民の文化活動の振興を図ることを目的に、芸術性の高い優れた舞台芸術の鑑賞機
会を提供しました。
〔主な事業〕
クラシック音楽鑑賞事業
■ 大阪交響楽団×吹田～響演コンサート

（自主事業）

■ 関西フィルハーモニー管弦楽団七夕コンサート

（受託事業）

バレエ鑑賞事業
■ 地主薫バレエ団「くるみ割り人形」

（受託事業）

オペラ鑑賞事業
■ 関西歌劇団「アドリアーナ・ルクヴルール」

（自主事業）

■ 関西二期会「オテッロ」

（自主事業）

古典・伝統芸能鑑賞事業
■ 新春能

（受託事業）

■ 吉田一輔・吉田簑悠メイシアター文楽

（受託事業）

ポップス等鑑賞事業
■ 小椋佳～歌紡ぎの会

（受託事業）

(2) 優れた舞台芸術作品を創造し、発信する創造型事業
個性豊かな芸術文化を創造することを目的に、優れた舞台芸術の創造、発信に取り
組みました。
とくにこれまでの豊かなプロデュース経験によって得られた専門的な知識やネット
ワークを生かした独創性、
話題性の高いオリジナル事業の企画・制作に取り組みました。
〔主な事業〕
ジャンルを超えた舞台作品を創造する事業
■ ＳＵＩＴＡ ＨＯＭＥ ＧＡＬＡ ＣＯＮＣＥＲＴⅡ「カルメン夢幻」

（受託事業）

良質の演劇事業を創造する事業
■ ＳＨＯＷ劇場「十二人の怒れる男」

（自主事業）

(3) 市民の自主的・主体的な文化活動を推進する市民参加型事業
市民・文化団体とのつながりやプロデュース力を生かし、市民参加・協働事業に重
点的に取り組みました。
専門家の指導やワークショップを通じた市民参加・参画による事業を実施し、市民
の多彩な創作活動を創出しました。
〔主な事業〕
市民参加型演劇等事業
■ メイシアター×千里金蘭大学～ファミリーミュージカル

（受託事業）

市民参加型音楽鑑賞事業
■ 吹田市民の第九～関西フィルハーモニー管弦楽団スペシャルコンサート （受託事業）
(4）文化活動を担う市民の育成を図る育成型事業
次世代を担う青少年の文化活動の支援や文化活動を担う青少年の育成に取り組みま
した。
おもにプロの指導を通じて、文化の担い手の育成、地域文化の裾野の拡充を図り、
市内小・中学校を中心にアウトリーチ活動を積極的に実施し、青少年の文化振興に寄
与しました。
〔主な事業〕
ワークショップ事業 ＜青少年＞
■ すいたティーンズクラシックフェスティバル
～メイシアター少年少女合唱団レッスン事業

（受託事業）

～審査員による公開レッスン

（受託事業）

～ブラスコーナー

（受託事業）

■ メイシアター×千里金蘭大学～ファミリーミュージカルレッスンワークショップ （受託事業）
■ 演劇ワークショップ～小学校出張編

（受託事業）

コンクール事業
■ すいたティーンズクラシックフェスティバル予選・本選

（受託事業）

青少年対象鑑賞事業
■ ０歳からのファミリーコンサート

（自主事業）

(5) 大学、文化芸術団体、行政、企業等と連携し、文化の交流と向上を図る連携型事業
大学のあるまち・吹田市の特性や可能性を生かし、市内の大学と連携、協働して事
業を実施し、学生と市民との交流により世代の枠を越えた新しい文化を発信しました。
また、行政、文化関係団体とも連携、交流することにより、個性豊かな地域文化の
創造と発信に取り組みました。
〔主な事業〕
大学との連携・市民参加育成型事業
■ メイシアター×千里金蘭大学～ファミリーミュージカル

（受託事業）

■ メイシアター×大阪大学～劇評ワークショップ

（受託事業）

文化芸術団体との連携事業
■ 邦楽・邦舞～花の宴

（自主事業）

行政機関及びその附属機関との連携事業
■ 吹田市文化功労者表彰式典

（受託事業）

(6) 地域の文化資源を発掘・開拓し、発信する普及啓発型事業
吹田市在住または吹田市を拠点に活動する気鋭のアーティストの公演を低料金で鑑
賞できる機会を設け、多彩なアーティストの支援に力を注ぎました。
また、鑑賞者を開拓し、より多くの市民に芸術文化に触れてもらえるよう普及啓発
事業に取り組みました。
〔主な事業〕
吹田のアーティスト応援事業
■ Ｂｒｉｌｌａｎｔｅ ＳＵＩＴＡ！

（受託事業）

■ 松浦愛美ピアノリサイタル

（受託事業）

■ 菅沼輝之（人形劇団京芸）ほっこりシアター

（受託事業）

鑑賞者の開拓・普及啓発事業
■ いずみの園公園～熱闘！西浦達雄ライブ

（受託事業）

■ アフタヌーンロビーコンサート

（自主事業）

(7) 文化情報を提供し、市民の文化活動の振興を図る情報発信型事業
市民の文化活動に役立つ情報の提供に取り組みました。とくにＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
ＬＩＮＥ、Ｔｗｉｔｔｅｒ）
、ホームページの活用、情報紙の発行などにより、自主文化事業
や施設利用などに関する情報発信を積極的に進めました。
〔主な事業〕
■ ホームページ、ＳＮＳの活用

（自主事業）

■ メイシアター・インフォメーションの発行

（自主事業）

■ デジタルサイネージの運用

（自主事業）

(8) 芸術文化をとおした次世代育成事業の応援「青少年育成事業・応援寄付金」の募集
個性豊かな地域文化の創造を目指して様々な事業を展開する中で、とくに次世代を
担う青少年の文化活動の支援や育成に取り組むため「青少年育成事業・応援寄付金」
の募集を継続しました。
(9) 市民の文化活動を推進する効果的・効率的な施設管理事業
市民の文化活動の振興を図り、文化会館の活用を推進するため、効果的・効率的な
施設管理事業に取り組みました。
とくにコロナ禍においては、特措法に基づく適正な取扱い、ガイドラインに基づく
適切な対策に努め、安全な施設の管理運営に取り組みました。
２．収益事業
＜市民の文化活動の振興に資する事業＞
公益目的事業に資することを目的に、以下の事業を行いました。
(1) レストラン業務委託事業
令和３年４月１４日に館内レストラン「CAFE DINING VALORE．」（バローレ）が
オープン。運営会社と連携・協力して営業を推進し、業務収益の確保に努めました。
(2) 広告掲載受託事業
メイシアター・インフォメーションや公演プログラムなどの発行物への広告を求め、
広告料収益の確保に努めました。
(3) 自動販売機設置事業
自動販売機６台を設置し、オリジナルラッピングやＷリボンラッピングを施して引
き立たせるなど、業務収益の確保に努めました。
併せてすべてを災害対応型自動販売機とし、非常時の避難者支援を図っています。

令和３年度（2021 年度）公益目的事業一覧
１．市民の芸術文化の振興に寄与するため、良質の鑑賞型事業や市民参加型事業、プロデュース
能力を活かした創造型事業など様々な形態による自主文化事業を行いました。
＜自主事業・共催事業＞
実施日

場 所

令和 3 年
4月7日
(水)

大ホール

事

業

名

内

容

新進気鋭の 23 人の弦楽器奏者による
スーパークラシックアンサンブル

吹田市在住のヴァイオリニスト堀江恵太
をはじめ新進気鋭の弦楽奏者 23 人によ
るコンサート。

祭礼 2021

神楽をもとにしたパフォーマンス演劇。
構成・演出／樋口ミユ
出演／岸本昌也、高安美帆

和太鼓松村組
吹田公演 2021
「鳳」

関西を代表する和太鼓集団松村組のコン
サート。和太鼓の醍醐味を存分に披露。

6 月 19 日(土)
中ホール
20 日(日)

第 45 回記念
ギター音楽大賞 2021 in すいた

45 回の歴史を誇るクラシックギターコ
ンクール。コロナ禍のため無観客開催。

6 月 28 日
(月)

中ホール

大阪交響楽団
０歳からのファミリーコンサート

大阪交響楽団による未就学児とその家族
を対象にしたコンサート。
指揮／太田弦

7 月 10 日
(土)

中ホール

邦楽・邦舞
花の宴

大阪文化団体連合会に所属する実演家が
邦楽、朗読などを披露する。

HPF 高校演劇祭
2021

大阪府下の２つの小劇場と連携して行う
「高校演劇の甲子園」
。メイシアターでは
３校の演劇部が出演。

6 月 12 日(土)
小ホール
13 日(日)
6 月 18 日
(金)

中ホール

7 月 28 日(水)
中ホール
～30 日(金)

監督／本木克英
出演／井上真央、室井滋、夏木マリ他
（2020 年・106 分・日本）

8月7日
(土)

大ホール

夏休み特選映画劇場
「大コメ騒動」

8 月 11 日
(水)

中ホール
小ホール
レセプションホール

丑の会第３回公演
「丑だらけの演劇祭」

関西演劇界「丑年」生まれの俳優陣が集
結し、３会場にて親子で楽しめる作品か
ら実験的な作品までを披露する。

よってよって
パペットカーニバル

関西に拠点を置くプロ・アマチュア劇団
による人形劇の祭典。出演／大原めい、
人形劇だん大福、人形劇団クラルテ

8 月 27 日(金)
小ホール
28 日(土)
9月3日
(金)

小ホール

関西歌劇団新進歌手による
ソロコンサート

関西歌劇団準団員として活躍する新進歌
手がオペラアリアや日本歌曲を披露する
歌曲コンサート。

9月4日
(土)

中ホール

桂米團治独演会

落語家・五代目桂米團治による独演会。
出演／桂米團治、桂しん吉、桂米輝

実施日

場 所

9 月 11 日
(土)

大ホール

事

業

名

大阪交響楽団×吹田
響演コンサート

内

容

吹田市在住の気鋭のピアニスト宮本聖子
をソリストに迎える。
指揮／横山奏
関西歌劇団がおくるグランドオペラ。
指揮／粟辻聡
演出／井原広樹

9 月 25 日(土)
大ホール
26 日(日)

関西歌劇団
「アドリアーナ・ルクヴルール」

10 月 1 日(金)
中ホール
2 日(土)

オペラ映画シリーズ
「トゥーランドット」
「オテロ」

トゥーランドット／
陳凱歌演出（2008年・スペイン）
オテロ／ドミンゴ他（1987年・アメリカ）

10 月 9 日
(土)

MUSIC CIRCUS FES

関西を中心に活動する民族音楽のミュー
ジシャンが勢ぞろいしたコンサート。

中ホール

関西二期会がおくるオペラの名作。
指揮／柴田真郁
演出／パオロ・パニッツァ

11 月 27 日(土)
大ホール
28 日(日)

関西二期会
「オテッロ」

12 月 10 日(金)
中ホール
～12 日(日)

SHOW 劇場 vol.14
「十二人の怒れる男」

プロデュース公演。R. ローズの名作「12
人の怒れる男」を演劇界を代表する劇作
家・演出家マキノノゾミが手がける。

令和 4 年
1月4日
(火)

中ホール

人形劇団クラルテ
「11 ぴきのねこふくろのなか」

人形劇団クラルテによる親子で楽しめる
人形劇。

1月9日
(日)

中ホール

メイシアターメイトのつどい
映画「心の傷を癒すということ」

メイト会員の映画鑑賞会。

1 月 16 日
(日)

小ホール

大阪大学文学研究科連携演劇公演
徴しの上を鳥が飛ぶⅢ
公衆電話式ダイアローグの試み

廃れつつあるコミュニケーションツール
「公衆電話」をめぐるパフォーマンス。
演出／林慎一郎

1 月 29 日
(土)

小ホール

古川忠義ギターで綴る
映画音楽と詩の世界

関西を拠点にクラシックからジャズまで
幅広い演奏で活躍するギタリスト古川忠
義のコンサート。

展示室

日本舞台写真家協会写真展
from JAPAN

音楽、舞踊、演劇など様々なジャンルの
舞台芸術の迫真の一瞬をとらえた舞台写
真 73 点を公開。

2 月 26 日
(土)

小ホール

木津川計の一人語り劇場
「浦島太郎」

上方文化の活性化に努めてきた木津川計
による一人舞台シリーズ。浦島太郎に込
められた古代人の思いを伝えた。

3 月 19 日
(土)

小ホール

親子で歌い継ぐ
第 14 回日本の歌百選

田邉織恵（ソプラノ）
、橋本恵史（テノール）
、
小林峽介（ピアノ）による童謡・唱歌・日
本歌曲のコンサート。

3 月 20 日
(日)

展示ロビー

メイシアターロビー
アフタヌーンコンサート

１階の展示ロビーにおいて、昼休み時間
を利用して行うロビーコンサート。
出演／吹田ジュニアオーケストラ

2 月 6 日(日)
～13 日(日)

２．市民に優れた舞台芸術を提供する吹田市民劇場、才能ある芸術家の発掘・育成等を目的とする
育成事業を始め、市民の芸術文化の振興に寄与するため、行政等と連携し次のような受託事業を
行いました。
＜受託事業＞
実施日

場 所

令和 3 年 6 月 公式 LINE
～令和 4 年 1 月 大ホール
令和 3 年
7月3日
(土)

大ホール

8月5日
(木)

中ホール

8月6日
(金)

中ホール

8月8日
(日)

事

業

名

第 12 回すいたティーンズ
クラシックフェスティバル

メイシアター少年少女合唱団レッスン
＜第 188 回吹田市民劇場＞

関西フィルハーモニー管弦楽団
七夕コンサート
＜市民平和のつどい＞

夏休み子供劇場
「劇団しようよのスイミー」
＜市民平和のつどい＞

10 月 11 日
(月)

中ホール

11 月 3 日
(水)

中ホール

小椋佳
歌紡ぎの会

12 月 3 日
(金)

吹田市民の第九
合唱レッスン

いずみの園
公園

＜第 189 回吹田市民劇場＞
吹田のアーティスト応援 80
いずみの園公園サウンド VOL.1

熱闘！西浦達雄ライブ

12 月 6 日
(月)

小ホール

（人権平和室）
小椋佳のラストコンサート。
「愛燦燦」
、
「夢芝居」ほか数々の代表曲を披露する。

吹田市文化功労者表彰式典

大ホール
中ホール

12 月 3 日(金)
第２練習室
4 日(土)

リモートレッスンを経て大ホールで成果
発表、収録動画を Youtube で発表する。
講師／髙木ひとみ ピアノ／辻未帆
（文化スポーツ推進室）
関西を代表するオーケストラ・関西フィ
ルハーモニー管弦楽団の名曲コンサート。
指揮／藤岡幸夫 ゲスト／福岡拓歩
（文化スポーツ推進室）
国語の教科書でもおなじみレオ・レオニ
原作の「スイミー」を演劇化。京都の劇
団しようよの意欲作。
（青少年室）
講談／旭堂南龍「最期の講釈」
落語／桂紋四郎「三十石」

（文化スポーツ推進室）
吹田在住の文楽人形遣い、吉田親子を中
＜第 189 回吹田市民劇場＞
心とした文楽公演。
吹田のアーティスト応援 80
演目／傾城阿波鳴門 順礼歌の段他
吉田一輔・吉田簑悠メイシアター文楽
（文化スポーツ推進室）
吹田市の文化振興に功績のあった文化功
令和３年度
労者 41 名を表彰。

メイシアター×千里金蘭大学共同事業
11 月 22 日(月)
千里金蘭大学
ファミリーミュージカル
25 日(木)
リハーサル室
ワークショップ
12 月 17 日(金)

11 月～12 月

容

落語と講談の夕べ
＜市民平和のつどい＞

大ホール

内

第 12 回すいたティーンズ
クラシックフェスティバル

審査員による公開レッスン
＜第 189 回吹田市民劇場＞
吹田のアーティスト応援 80

Brillante SUITA！
ソプラノ、ヴァイオリン、ピアノコンサート

（文化スポーツ推進室）
学生を対象にコミュニケーション能力の
向上を目的とした演技、歌などのワーク
ショップ。講師／片岡百萬両、真壁愛
（文化スポーツ推進室）
「吹田市民の第九」に出演する一般公募
の市民合唱団の合唱レッスン。
（文化スポーツ推進室）
ＣＭソングや全国高校野球エンディング
テーマ等で知られる吹田市在住のシンガ
ーソングライター西浦達雄のソロライブ。
（文化スポーツ推進室）
審査員の池川章子（ヴァイオリン）
、鈴木陶
子（ピアノ）
、高木ひとみ（声楽）を講師に
小学生～大学生が受講した公開レッスン。
（文化スポーツ推進室）
出演／あんさんぶるとりふぉりお
～奥野麻琴（ソプラノ）
、木村修子
（ヴァイオリン）
、鎌田純子（ピアノ）
（文化スポーツ推進室）

実施日
12 月 11 日
(土)

場 所

事

業

名

＜第 195 回吹田市民劇場＞

第１会議室

メイシアター×大阪大学共同事業

内

容

「十二人の怒れる男」の観劇者から参加
を募り劇評を述べ合うワークショップ。

劇評ワークショップ

12 月 19 日
(日)

大ホール

12 月 26 日
(日)

大ホール

令和 4 年
1月5日
(水)

中ホール

1月6日
(木)

小ホール

1月8日
(土)

中ホール

1 月 15 日
(土)

中ホール

1 月 15 日(土)
16 日(日)

集会室

（文化スポーツ推進室）
市内の青少年を対象にしたクラシック音
第 12 回
楽のコンクール。予選を通過した 16 組
すいたティーンズクラシック
27 名が出演。予選／10 月 31 日(日)
フェスティバル
（文化スポーツ推進室）
公募による市民、市内中学校合唱部と千
＜第 190 回吹田市民劇場＞
里金蘭大学生らによる市民合唱団106人
吹田市民の第九 2021
と関西フィルとの共演コンサート。
関西フィルハーモニー管弦楽団
スペシャルコンサート
（文化スポーツ推進室）
第 11 回、第 12 回の受賞者が合唱、ピ
第 11 回・第 12 回すいたティーンズ
アノ、弦楽器、管楽器を演奏するコンサ
クラシックフェスティバル
ート。
受賞者によるフレッシュコンサート
（文化スポーツ推進室）
モーツァルトやベートーヴェンのピアノ
＜第 189 回吹田市民劇場＞
ソナタをはじめ意欲的なプログラムで臨
吹田のアーティスト応援 80
んだリサイタル。
松浦愛美ピアノリサイタル
（文化スポーツ推進室）
番組／「能・囃子のお話」 仕舞「白楽天」
＜第 191 回吹田市民劇場＞
「羽衣」 能「船弁慶」
出演／大槻文蔵、山階彌衛門他
新春能
（文化スポーツ推進室）
「吹田市民文化祭」の一環。多彩なジャ
令和 3 年度吹田市民文化祭参加
ンルの芸術芸能団体が繰り広げる文化祭。
第17 回吹田芸術芸能フェスティバル
舞台部門は 13 団体が出演。
＜舞台部門＞
（文化スポーツ推進室）
絵画、写真、書道、手芸など市民による
令和３年度吹田市民文化祭参加
13 作品の展示。

第17 回吹田芸術芸能フェスティバル
＜展示部門＞

（文化スポーツ推進室）
吹田市出身の菅沼輝之（人形劇団京芸）
＜第 189 回吹田市民劇場＞
1 月 24 日
がおくる親子で楽しめる人形劇。
「こぶた
吹田のアーティスト応援 80
小ホール
のるーた」他全２本。
(月)
菅沼輝之（人形劇団京芸）のほっこりしあたー
（文化スポーツ推進室）
千里金蘭大学生と市民、プロに 3 月の公
メイシアター×千里金蘭大学共同事業
リハーサル室
演に向けて演技、歌、ダンスのワークシ
ファミリーミュージカル
1 月～3 月
ョップを実施。
他
レッスンワークショップ
（文化スポーツ推進室）
吹田市出身のポルトガルギター＆マンド
＜第 189 回吹田市民劇場＞
2 月 10 日
リンの人気デュオ「マリオネット」のコ
吹田のアーティスト応援 80
中ホール
ンサート。
(木)
マリオネットコンサート
（文化スポーツ推進室）
吹田市を拠点に活動するプロのアーティ
＜第 192 回吹田市民劇場＞
吹田のアーティスト応援 80
2 月 13 日
ストたちによるバレエ、能、クラシック
大ホール SUITA HOME GALA CONCERTⅡ
音楽、演劇のコラボレーション。
(日)
「カルメン夢幻」
（文化スポーツ推進室）
「相手に思いを伝えることについて考え
＜第 195 回吹田市民劇場＞
2 月 18 日(金) 千里新田
る」を学習のねらいとした 90 分間の演
メイシアター×大阪大学共同事業
劇体験講座。講師：林慎一郎、小坂浩之
21 日(月) 小学校
演劇ワークショップ～小学校出張編
（文化スポーツ推進室）

実施日
2 月 23 日
(水)

3月6日
(日)

3 月 12 日
(土)

場 所
大ホール

事

業

名

吉野彰氏吹田市名誉市民顕彰式典
スペシャルトーク
「あきらめない。
」
＜第 193 回吹田市民劇場＞

大ホール

中ホール

地主薫バレエ団
「くるみ割り人形」
＜第 194 回吹田市民劇場＞
メイシアター×千里金蘭大学共同事業
ファミリーミュージカル

「愉快な国の毒舌王妃」
3 月 28 日
(月)

大ホール

第 12 回すいたティーンズ
クラシックフェスティバル

内

容

ノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏がリ
モート出演した式典と講演会。
（秘書課）
吹田市に拠点を置く地主薫バレエ団がお
くる「くるみ割り人形」全幕公演。
出演／奥村康祐（新国立劇場バレエ団）他
（文化スポーツ推進室）
千里金蘭大学との共同事業。プロ、学生、
市民による創作ミュージカル。
脚本・演出／片岡百萬両
（文化スポーツ推進室）
中学校の吹奏楽部４校 145 名が大ホー
ルで演奏する練習会。

ブラスコーナー

（文化スポーツ推進室）

（

）内は受託元

新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため中止した公演
＜自主事業＞
日程

公演名

場所

iaku「逢いにいくの、雨だけど」

中ホール

6 月 6 日(日)

桂米朝一門会

中ホール

8 月 29 日(日)

おしりたんていミュージカル

大ホール

11 月

スキュルチュール江坂ロビーコンサート

美術館
スキュルチュール江坂

大阪劇団協議会プロデュース公演「民衆の敵」

中ホール

未定

防災シュミレーションコンサート

中ホール

未定

桂春蝶落語会

小ホール

公演名

場所

すいたフェスタプレ企画～すいた EXPO 2021 夏

EXPOCITY
空の広場

令和 3 年

5 月 8 日(土)
～9 日(日)

令和 4 年

3 月 25 日(金)
～27 日(日)

＜受託事業＞
日程
令和 3 年

7 月 5 日(日)
令和 4 年
2 月 27 日(日)

3 月 13 日(日)

＜第 189 回吹田市民劇場＞ 吹田のアーティスト応援 80

久保比呂誌津軽三味線×チェロコンサート
＜第 194 回吹田市民劇場＞ メイシアター×千里金蘭大学共同事業

ファミリーミュージカル「愉快な国の毒舌王妃」

小ホール
中ホール

３．市民の文化活動に寄与するために文化情報の発信・提供に取り組みました。併せて、情報活用
の利便性を高めるため、よりよいサービス化の整備に取り組みました。
＜自主事業－情報発信型事業＞
事業名

内

容

ホームページによる情報発信・サービス

① イベントの情報、チケットの予約・購入
② メイシアターの利用情報、空き状況検索
③ 事業団の情報公開 など

SNS（Twitter、Facebook、LINE）を活用
した情報発信

① イベントの最新情報（発売、募集など）
② メイシアターの最新情報（感染対策など）

デジタルサイネージの運用

① イベントの情報
② 館内催し物案内
③ フロアガイド など

メイシアターインフォメーションの発行

① イベントの情報
② チケットの購入方法
③ 月間イベントカレンダー

など

チケット関連サービス

① チケット予約・問い合わせ専用ダイヤルの設置
② チケット購入ポイント特典サービス
（メイシアターメイト）

チラシ、ポスターの掲出

① メイシアターのイベントのチラシ、ポスター
② 他館のイベントのチラシ、ポスター
③ 吹田市の情報 など

市報すいた（吹田市発行）への情報掲載

① メイシアター専用紙面（1 ページ）
② 市内全戸配布（月 1 回）

４．次世代を担う青少年の文化活動の支援や育成の取り組みの中で「青少年育成事業・応援寄付金」
を設立し、募集活動を継続しています。※平成 29 年 10 月より寄付金募集を開始
＜自主事業―育成型事業＞
寄付金額

個人 一口 3,000 円（何口でも可）
法人 一口 10,000 円（何口でも可）

使

途

① 小・中学生・高校生がプロの演奏者からレッスンを受け、コンサートでプロと共演する
事業
② 青少年が出演する演劇やミュージカル、コンサートなどの事業
③ コミュニケーション力の向上を目的とした青少年対象の体験講座
④ 親子で鑑賞できるコンサート、バレエ、人形劇などの事業

実

績

個人１名より計 20,000 円の寄付を受けました。
（令和 4 年 3 月 31 日現在）

５．コロナ禍での来館、施設利用について、感染対策ガイドラインの案内や感染防止用品の提供な
ど、吹田市と連携して感染拡大防止に取り組み、安心安全の環境整備、施設提供に努めました。
＜施設管理事業＞
事業名
適正な施設提供

システム管理による公正で効率的な
施設使用管理
定期保守点検による施設設備の適正な
維持管理

施設の利用促進

来場者アンケート等による市民ニーズの
把握、反映

内容
受付マニュアル及び施設管理システム
の運用による公正で効率的な貸館対応、
使用情報の適正な管理など
専門業者による機構・設備にかかる定期
的な保守点検の実施、備品のメンテナン
スなど
来場者アンケートの実施、意見の集約・
共有、活用など

ホームページによる最新情報の提供

ホームページによる効果的な施設情報
の提供、空き状況の照会など

舞台管理職員による技術協力

舞台技術の相談対応、舞台運営の技術協
力、事業企画の相談対応、アーティスト
の紹介、広報協力など

事業担当職員による企画協力
ロビーのディスプレイ

５月五月人形飾り ７月七夕笹飾り
９月名月・薄飾り 12 月 Xmas ツリー
１月鏡餅・書初め飾り ３月雛飾り

個人情報保護、

個人情報保護マネジメントシステムの

情報公開

運用

個人情報保護規程の整備、個人情報保護
マネジメントシステムの整備、運用

感染対策

ホームページによる情報公開の推進

情報公開規程の整備、情報公開サイトの
整備、運用

感染対策ガイドラインの策定、案内

吹田市チェックリスト及び業種別ガイ
ドラインに基づくガイドラインの策定、
受付及びホームページでの周知、案内

各施設の消毒

清掃業者による１日１回以上の各施
設・備品の消毒の実施

感染防止用品の確保、提供及び貸与

消毒液の設置・貸与、サーマルカメラ、
非接触式電子温度計、アクリル板の貸
与、マスクの提供など

非対面・非接触受付の推進

電子メール、FAX 及び郵送による受付
（抽選）、キャッシュレス決済の推奨、
キャッシュトレイの活用など

キープディスタンスの確保

各ホール入口などに行列間隔の表示、ロ
ビーやホワイエのソファに間隔をあけ
る表示など

感染拡大防止の啓発

感染防止対策の取組み及び感染防止協
力のお願いに関する掲示

●祭礼 6/12.13（小ホール）

●和太鼓松村組 6/18（中ホール）

●HPF 高校演劇祭 7/28-30（中ホール）

●大阪交響楽団 響演コンサート 9/11（大ホール）

●関西歌劇団「アドリアーナ・ルクヴルール」9/25.26（大ホール） ●メイシアター文楽 10/11（中ホール）
撮影 早川壽雄

●西浦達雄ライブ 12/3（いずみの園公園）

●SHOW 劇場「十二人の怒れる男」12/10-12（中ホール）

●ティーンズクラシックフェスティバル 12/19（大ホール）

●ティーンズクラシック公開レッスン 12/3.4（第２練習室）

●劇評ワークショップ 12/11（第一会議室）

●吹田市民の第九 12/26（大ホール）

撮影 植村耕司

●新春能 1/8（中ホール）

●舞台写真展 2/6-13（展示室）

●カルメン夢幻 2/13（大ホール）

●メイシアター少年少女合唱団 1/23（大ホール）

●マリオネットコンサート 2/10（中ホール）

●演劇ワークショップ 2/18.21（千里新田小）

c

●木津川計の一人語り 2/26（小ホール）

●ファミリーミュージカル 3/12（中ホール）

●地主薫バレエ団 3/6（大ホール）

●ロビーコンサート 3/20（展示ロビー）

●ティーンズフェス ブラス事業 3/28（大ホール）

