
1/28（土）17：00頃より、
劇評ワークショップを開催。
詳しくはwebをご確認ください。

第13回の受賞者10組が、
ピアノやヴァイオリン、合唱
等の演奏をお届けします。
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2021年　アメリカ　上映時間112分
監督・脚本　シアン・ヘダー
出演　エミリア・ジョーンズ、フェルディア・ウォルシュ

＝ピーロ、マーリー・マトリン ほか

1/9月㊗1/9月㊗1/9月㊗ 10：30/13：30   中ホール 全席指定席

（ メイシアター・メイト会員のみなさまを ）対象に行う無料の映画会です

★入場券配布中

メイシアター・メイト会員
おひとり様につき2席まで
ご予約いただけます。

（ご来館もしくは電話予約）
非会員の方も、この機会に
是非ご入会ください。

耳の不自由な家族の中で唯一耳の聞こえる少女が歌の才能を認められたことを
きっかけに、夢と現実のはざまで葛藤するヒューマンドラマ。
少女の勇気が、家族や様々な問題を力に変えていく！
2014年製作のフランス映画「エール！」のハリウッド・リメイク版。

©2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS©2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS

メイシアター・メイトのつどい

映画「コーダ あいのうた」

19：00

15：00/19：00

11：00/15：00

14：00

1/ 26 木
 27 金
 28 土
 29 日

1/ 26 木
 27 金
 28 土
 29 日

小ホール小ホール

4,500円　学生3,000円
※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

原作：泉鏡花　脚色：天道満彦
演出：ドヰタイジ（ＳＴＡＲ★ＪＡＣＫＳ）

出演：生田朗子、宮本弘佑、
　　　眞鍋杏樹（NMB48）、
　　　坂口修一、國藤剛志、
　　　千田訓子、茂山宗彦 ほか

13：3013：30
中ホール中ホール
木1/5木1/5木

すいたティーンズクラシックフェスティバル
受賞者によるフレッシュコンサート

～迸る（hotobashiru）～
生きるチカラが此処にある

世良公則

1/281/28土 16：00 大ホール大ホール

6,800円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中 P224-906P224-906 ロロロ L54919L54919ぴぴぴ

アコースティック
ソロライブ2023

完売完売

関連イベント

ロロロぴぴぴ P515-797P515-797 L51776L51776

無料

入場
方法

いんふぉめーしょんいんふぉめーしょん
プレイガイド　TEL.06-6386-6333 （9：00～18：30）　FAX.06-6330-7230
施設予約など　TEL.06-6380-2221 （9：00～22：00）　ホームページ https://www.maytheater.jp

発行　公益財団法人吹田市文化振興事業団

2023年2023年1月1月
J a n u a r y

SHOW
劇場
vol.15



オ ス ス メ 公 演 オ ス ス メ 公 演

〒564-0041　大阪府吹田市泉町2-29-1
交通アクセス　阪急千里線吹田駅西口改札前すぐ
 JR吹田駅より徒歩約15分
お客様用駐車場はございませんので、電車・バスなどをご利用ください

至大阪梅田

チケットのお買い求め方法

その他の販売所

JR吹田駅前（さんくす1番館2階） 日曜・祝日・年末年始休業

TNKツーリストＴ 営業時間 平日10:30～19:00
土曜10:30～18:00

セブンイレブンでお引き取りいただけます

チケットぴあぴ

ローソン、ミニストップでお引き取りいただけます

ローソンチケットロ

メイシアター
☎06-6386-6333

営業時間 9：00～18：30 
プレイガイド
※保守点検日は17:30 まで
※年中無休（ただし年末年始と臨時休館日を除く）

https://www.maytheater.jpインターネット
※事前のユーザー登録（無料）でどなた様も24時間ご利用いただけます
※メイシアター・メイト会員様の割引適用もあります

イベント情報や出演者の裏話など楽しい情報をお届けします

Facebook TwitterLINE

新型コロナウイルス感染症対策について

①換気状態（密閉空間×）　
②人の密度の状態（密集場所×）
③イベント等の内容（密接場面×）
④参加者の特定と連絡先の把握が可能であること

メイシアターでは、吹田市のコロナウイルス感染症対策の基本事項を遵守し、
以下のとおり取り組んでいます。

ニットキャップシアター
「カレーと村民」

吹田市民文化祭
芸術芸能フェスティバル

1/8日1/8日14：00 中ホール中ホール

日本センチュリー交響楽団
ニューイヤーファミリーコンサート
1/7土1/7土 13：30 大ホール大ホール

和太鼓・篠笛、ヴァイオリン、ピアノ、ダンス
等、ジャンルを越えた音楽をお届けします。

吹田市民劇場　吹田のアーティスト応援80
ネイバーフッド・ビッグバンド リサイタル

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
ドコゾノ旅一座の冒険譚

Music  Circus  presents
０歳から楽しめる親子コンサート

2/25土2/25土16：00 中ホール中ホール

2,500円　3歳～小学生1,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

クラシックの有名な曲や
童話の読み聞かせコーナーなど、
お楽しみがいっぱい！

指　揮：茂木大輔　 ピアノ：原由莉子　 司会・歌：小野あつこ
プログラム：ドヴォルザーク／「謝肉祭」序曲
　　　　　　 3歳のお子様も楽しめる音楽と童話
　　　　　　 歌のおねえさんによる「お楽しみコーナー」
　　　　　　 ラヴェル／ピアノ協奏曲ト長調
 オッフェンバック／「天国と地獄」より序曲

曲目：長崎の鐘、 落葉松、 この道、
　　　金魚のひるね　ほか　　

出演：田邉織恵（ソプラノ）、 橋本恵史（テノール）、 小林峽介（ピアノ）出演：Music Circus
　　　田島隆（タンバリン博士）
　　　内藤里美（歌のおねえさん）
　　　ケーシーハシモト（歌のおにいさん）

14：00

2/18土
 19日
2/18土
 19日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

きかんしゃトーマス
ソドー島のたからもの

2,900円
ファミリー券(4枚以上) 2,500円

2/12日2/12日
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

12:30/15:00

吹田市交響楽団
第92回定期演奏会

500円（当日600円）

1/8日1/8日
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

14:00

メイシアターで公演を催す団体または個人のみなさまへ
▶メイシアタープレイガイドでチケットをお預かりして販売します！（販売手数料10％）
▶公演チラシをメイシアター・メイト会員のみなさまへ発送します！（有料）
▶チラシをポスターサイズに拡大します！（有料：A4サイズ ⇒ A1・A2・A3サイズ）

1,500円　3歳～中学生500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L51729L51729

P227-959P227-959 ロロロ L55812L55812ぴぴぴ

その他のオススメ公演

（12月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

Music Circus 茂山千五郎 茂山宗彦 茂山茂 茂山逸平 茂山千之丞

明治期の吹田村を舞台にした話題作
の再演！日露戦争のしわ寄せを受け
つつも、たくましく生きる人々を描きます。

市民公募により選出された方々が、個性豊かな舞台、展示作品を
発表します。

昨年結成25周年を迎えた
ネイバーフッド・ビッグバ
ンドが、ジャズの名曲な
どをお届けします。

小さなサーカス団のおかしな3人
ドタバタ、はちゃめちゃ、てんやわんや
マジック、マイム、そして演奏！
何でもありの、ちょっと不思議なお話

作・演出:片岡百萬両（片岡自動車工業）
出演:満腹満、しまふく羊太、蟷螂襲、他

年始は1/4（水）から通常開館いたします
12月29日木～1月3日火年末年始休館の

お知らせ

3,000円　学生2,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 P516-295P516-295 ロロロ L54130L54130ぴぴぴＴＴＴ

1,500円　3歳～小学生500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売　1/6金
★メイト会員先行発売　1/5木
★チケット発売　1/6金
★メイト会員先行発売　1/5木

ロロロ L52045L52045ＴＴＴ

2,500円　3歳～中学生1,500円　全席指定席
★チケット発売　1/27金
★メイト会員先行発売　1/26木
★チケット発売　1/27金
★メイト会員先行発売　1/26木

ロロロ L54791L54791ＴＴＴ

2/4土2/4土 14：00 中ホール中ホール

出演

3,000円　当日3,500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L56235L56235ＴＴＴ

状況によって緩和・更新をしていきます。
最新情報は吹田市のホームページを
ご確認ください。

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

吹田市民劇場
Cutting Edge 狂言

3,500円　当日3,800円　ペア6,000円（前売のみ）
25歳以下2,000円　当日2,300円　高校生以下1,000円
※メイト会員は1割引（ペアは対象外）　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中

吹田市民劇場
いいむろなおきマイムカンパニー
「

ゆめ

夢みる
たび

旅 
びと

人」

親子で歌い継ぐ
日本の歌百選

劇団ひまわり
DANCE FESTIVAL vol.13

18：00

11：00/15：00

1/ 21 土
 22 日
1/ 21 土
 22 日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

4,000円　中学生～大学生、専門学校生3,000円
3歳～小学生2,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

総合演出：大塚雅史

劇団創立70周年を記念して1950年代から現在までの楽曲を使用した
華やかなナンバーでみなさまをお待ちしています。一緒にあの日、あの
時を巡りませんか？

13：00

10：00～17：00

10：00～16：00

1/ 14 土1/ 14 土

1/ 14 土
 15 日
1/ 14 土
 15 日

【舞台部門】

【展示部門】

中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

無料（申込不要）

3/11土3/11土 14：00 中ホール中ホール

3/29水3/29水14：00 小ホール小ホール

18：00

13：00/17：00

3/ 18 土
 19 日
3/ 18 土
 19 日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

ならず者が集まる無法の町か
ら飛び出したポルカは、世界中
を見て回る。ポルカが旅するそ
の先々で仲間がどんどん増え
ていき、人々は彼女たちのこと
を「ドコゾノ旅一座」と呼ぶよ
うになっていた。
～歩いた道に花が咲くよ、我ら
愉快な旅一座～

※当日各200円増
※メイト会員は1割引

3,000円　3歳～高校生1,000円　※メイト会員は1割引　全席自由席
★チケット発売　1/28土★チケット発売　1/28土 ロロロ L56345L56345ＴＴＴ

集会室集会室集会室集会室集会室集会室集会室

Ⓒ脇田友

撮影：堀川高志
（kutowans studio）
撮影：堀川高志
（kutowans studio）

P516-823P516-823ぴぴぴＴＴＴ

1 4 水 14:00 人形劇団クラルテ「ペンギンたんけんたい」 中 2,900円　当日3,000円
※3歳以上有料 完売  

5 木 13:30 すいたティーンズクラシックフェスティバル
受賞者によるフレッシュコンサート 中 無料

7 土 13:30 日本センチュリー交響楽団
ニューイヤーファミリーコンサート 大 2,500円

3歳～小学生1,000円 発売中
 
 P227-959
 L55812

8 日 14:00 Music Circus presents
０歳から楽しめる親子コンサート 中 1,500円　3歳～中学生500円 発売中  L51729

9 月
10：30

13：30
メイシアター・メイトのつどい
映画「コーダ あいのうた」 中 メイト会員限定（要申込） 配布中  

14 土 13：00 芸術芸能フェスティバル（舞台部門） 中 無料

14
15

土
日

10：00～17：00

10：00～16：00
芸術芸能フェスティバル（展示部門） 集 無料

21
22

土
日

18：00

11：00/15：00
劇団ひまわり
DANCE FESTIVAL vol.13 中 4,000円　学生3,000円

3歳～小学生2,000円 発売中  

26木～
29日 

詳細は表紙を
ご覧ください SHOW劇場 vol.15　「天守物語」 小 4,500円　学生3,000円 発売中  P515-797

 L51776

28 土 16：00 世良公則アコースティックソロライブ 大 ６，８００円 発売中  P224-906
 L54919

2 4 土 14:00 吹田市民劇場
Cutting Edge 狂言 中 3,000円　学生2,000円 発売中

   
 P516-295
 L54130

18
19

土
日

14：00 ニットキャップシアター「カレーと村民」 中
3,500円　当日3,800円
ペア6,000円（前売のみ）
25歳以下2,000円　当日2,300円
高校生以下1,000円

発売中  
 P516-823

25 土 16:00 吹田市民劇場　吹田のアーティスト応援80
ネイバーフッド・ビッグバンド リサイタル 中 3,000円　当日3,500円 発売中  

 L56235

3 11 土 14:00 吹田市民劇場
いいむろなおきマイムカンパニー「夢みる旅人」 中 1,500円　3歳～小学生500円 1/6（金）

メイト先行1/5（木）

 
 L52045

18
19

土
日

18:00

13:00/17：00
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「ドコゾノ旅一座の冒険譚」 中 2,500円　当日2,700円

3歳～中学生1,500円　当日1,700円
1/27（金）
メイト先行1/26（木）

 
 L54791

29 水 14:00 日本の歌百選 小 3,000円　　3歳～高校生1,000円 1/28（土）  
 L56345

※掲載内容はやむを得ず変更される場合があります。一部掲載されていない催し物もあります。※前売券完売の際、当日券はございません。ご了承ください。
※メイト会員はチケット料金が2枚まで1割引になります。
※メイト会員先行発売日の購入・予約枚数は2枚までです。
※大＝大ホール・中＝中ホール・小＝小ホール・集＝集会室  （2022年12月10日現在）

●  新型コロナウイルス感染症の影響で掲載内容が中止・延期になる場合があります。イ　ベ　ン　ト　情　報
公　演　日　時 公　　演　　名 会場 チ　ケ　ッ　ト　料　金 発売日 販売所
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交通アクセス　阪急千里線吹田駅西口改札前すぐ
 JR吹田駅より徒歩約15分
お客様用駐車場はございませんので、電車・バスなどをご利用ください
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チケットのお買い求め方法

その他の販売所

JR吹田駅前（さんくす1番館2階） 日曜・祝日・年末年始休業

TNKツーリストＴ 営業時間 平日10:30～19:00
土曜10:30～18:00

セブンイレブンでお引き取りいただけます

チケットぴあぴ

ローソン、ミニストップでお引き取りいただけます

ローソンチケットロ

メイシアター
☎06-6386-6333

営業時間 9：00～18：30 
プレイガイド
※保守点検日は17:30 まで
※年中無休（ただし年末年始と臨時休館日を除く）

https://www.maytheater.jpインターネット
※事前のユーザー登録（無料）でどなた様も24時間ご利用いただけます
※メイシアター・メイト会員様の割引適用もあります

イベント情報や出演者の裏話など楽しい情報をお届けします

Facebook TwitterLINE

新型コロナウイルス感染症対策について

①換気状態（密閉空間×）　
②人の密度の状態（密集場所×）
③イベント等の内容（密接場面×）
④参加者の特定と連絡先の把握が可能であること

メイシアターでは、吹田市のコロナウイルス感染症対策の基本事項を遵守し、
以下のとおり取り組んでいます。

ニットキャップシアター
「カレーと村民」

吹田市民文化祭
芸術芸能フェスティバル

1/8日1/8日14：00 中ホール中ホール

日本センチュリー交響楽団
ニューイヤーファミリーコンサート
1/7土1/7土 13：30 大ホール大ホール

和太鼓・篠笛、ヴァイオリン、ピアノ、ダンス
等、ジャンルを越えた音楽をお届けします。

吹田市民劇場　吹田のアーティスト応援80
ネイバーフッド・ビッグバンド リサイタル

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
ドコゾノ旅一座の冒険譚

Music  Circus  presents
０歳から楽しめる親子コンサート

2/25土2/25土16：00 中ホール中ホール

2,500円　3歳～小学生1,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

クラシックの有名な曲や
童話の読み聞かせコーナーなど、
お楽しみがいっぱい！

指　揮：茂木大輔　 ピアノ：原由莉子　 司会・歌：小野あつこ
プログラム：ドヴォルザーク／「謝肉祭」序曲
　　　　　　 3歳のお子様も楽しめる音楽と童話
　　　　　　 歌のおねえさんによる「お楽しみコーナー」
　　　　　　 ラヴェル／ピアノ協奏曲ト長調
 オッフェンバック／「天国と地獄」より序曲

曲目：長崎の鐘、 落葉松、 この道、
　　　金魚のひるね　ほか　　

出演：田邉織恵（ソプラノ）、 橋本恵史（テノール）、 小林峽介（ピアノ）出演：Music Circus
　　　田島隆（タンバリン博士）
　　　内藤里美（歌のおねえさん）
　　　ケーシーハシモト（歌のおにいさん）

14：00

2/18土
 19日
2/18土
 19日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

きかんしゃトーマス
ソドー島のたからもの

2,900円
ファミリー券(4枚以上) 2,500円

2/12日2/12日
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

12:30/15:00

吹田市交響楽団
第92回定期演奏会

500円（当日600円）

1/8日1/8日
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

14:00

メイシアターで公演を催す団体または個人のみなさまへ
▶メイシアタープレイガイドでチケットをお預かりして販売します！（販売手数料10％）
▶公演チラシをメイシアター・メイト会員のみなさまへ発送します！（有料）
▶チラシをポスターサイズに拡大します！（有料：A4サイズ ⇒ A1・A2・A3サイズ）

1,500円　3歳～中学生500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L51729L51729

P227-959P227-959 ロロロ L55812L55812ぴぴぴ

その他のオススメ公演

（12月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

Music Circus 茂山千五郎 茂山宗彦 茂山茂 茂山逸平 茂山千之丞

明治期の吹田村を舞台にした話題作
の再演！日露戦争のしわ寄せを受け
つつも、たくましく生きる人々を描きます。

市民公募により選出された方々が、個性豊かな舞台、展示作品を
発表します。

昨年結成25周年を迎えた
ネイバーフッド・ビッグバ
ンドが、ジャズの名曲な
どをお届けします。

小さなサーカス団のおかしな3人
ドタバタ、はちゃめちゃ、てんやわんや
マジック、マイム、そして演奏！
何でもありの、ちょっと不思議なお話

作・演出:片岡百萬両（片岡自動車工業）
出演:満腹満、しまふく羊太、蟷螂襲、他

年始は1/4（水）から通常開館いたします
12月29日木～1月3日火年末年始休館の

お知らせ

3,000円　学生2,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 P516-295P516-295 ロロロ L54130L54130ぴぴぴＴＴＴ

1,500円　3歳～小学生500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売　1/6金
★メイト会員先行発売　1/5木
★チケット発売　1/6金
★メイト会員先行発売　1/5木

ロロロ L52045L52045ＴＴＴ

2,500円　3歳～中学生1,500円　全席指定席
★チケット発売　1/27金
★メイト会員先行発売　1/26木
★チケット発売　1/27金
★メイト会員先行発売　1/26木

ロロロ L54791L54791ＴＴＴ

2/4土2/4土 14：00 中ホール中ホール

出演

3,000円　当日3,500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L56235L56235ＴＴＴ

状況によって緩和・更新をしていきます。
最新情報は吹田市のホームページを
ご確認ください。

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

吹田市民劇場
Cutting Edge 狂言

3,500円　当日3,800円　ペア6,000円（前売のみ）
25歳以下2,000円　当日2,300円　高校生以下1,000円
※メイト会員は1割引（ペアは対象外）　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中

吹田市民劇場
いいむろなおきマイムカンパニー
「

ゆめ

夢みる
たび

旅 
びと

人」

親子で歌い継ぐ
日本の歌百選

劇団ひまわり
DANCE FESTIVAL vol.13

18：00

11：00/15：00

1/ 21 土
 22 日
1/ 21 土
 22 日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

4,000円　中学生～大学生、専門学校生3,000円
3歳～小学生2,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

総合演出：大塚雅史

劇団創立70周年を記念して1950年代から現在までの楽曲を使用した
華やかなナンバーでみなさまをお待ちしています。一緒にあの日、あの
時を巡りませんか？

13：00

10：00～17：00

10：00～16：00

1/ 14 土1/ 14 土

1/ 14 土
 15 日
1/ 14 土
 15 日

【舞台部門】

【展示部門】

中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

無料（申込不要）

3/11土3/11土 14：00 中ホール中ホール

3/29水3/29水14：00 小ホール小ホール

18：00

13：00/17：00

3/ 18 土
 19 日
3/ 18 土
 19 日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

ならず者が集まる無法の町か
ら飛び出したポルカは、世界中
を見て回る。ポルカが旅するそ
の先々で仲間がどんどん増え
ていき、人々は彼女たちのこと
を「ドコゾノ旅一座」と呼ぶよ
うになっていた。
～歩いた道に花が咲くよ、我ら
愉快な旅一座～

※当日各200円増
※メイト会員は1割引

3,000円　3歳～高校生1,000円　※メイト会員は1割引　全席自由席
★チケット発売　1/28土★チケット発売　1/28土 ロロロ L56345L56345ＴＴＴ

集会室集会室集会室集会室集会室集会室集会室

Ⓒ脇田友

撮影：堀川高志
（kutowans studio）
撮影：堀川高志
（kutowans studio）

P516-823P516-823ぴぴぴＴＴＴ



オ ス ス メ 公 演 オ ス ス メ 公 演

〒564-0041　大阪府吹田市泉町2-29-1
交通アクセス　阪急千里線吹田駅西口改札前すぐ
 JR吹田駅より徒歩約15分
お客様用駐車場はございませんので、電車・バスなどをご利用ください

至大阪梅田

チケットのお買い求め方法

その他の販売所

JR吹田駅前（さんくす1番館2階） 日曜・祝日・年末年始休業

TNKツーリストＴ 営業時間 平日10:30～19:00
土曜10:30～18:00

セブンイレブンでお引き取りいただけます

チケットぴあぴ

ローソン、ミニストップでお引き取りいただけます

ローソンチケットロ

メイシアター
☎06-6386-6333

営業時間 9：00～18：30 
プレイガイド
※保守点検日は17:30 まで
※年中無休（ただし年末年始と臨時休館日を除く）

https://www.maytheater.jpインターネット
※事前のユーザー登録（無料）でどなた様も24時間ご利用いただけます
※メイシアター・メイト会員様の割引適用もあります

イベント情報や出演者の裏話など楽しい情報をお届けします

Facebook TwitterLINE

新型コロナウイルス感染症対策について

①換気状態（密閉空間×）　
②人の密度の状態（密集場所×）
③イベント等の内容（密接場面×）
④参加者の特定と連絡先の把握が可能であること

メイシアターでは、吹田市のコロナウイルス感染症対策の基本事項を遵守し、
以下のとおり取り組んでいます。

ニットキャップシアター
「カレーと村民」

吹田市民文化祭
芸術芸能フェスティバル

1/8日1/8日14：00 中ホール中ホール

日本センチュリー交響楽団
ニューイヤーファミリーコンサート
1/7土1/7土 13：30 大ホール大ホール

和太鼓・篠笛、ヴァイオリン、ピアノ、ダンス
等、ジャンルを越えた音楽をお届けします。

吹田市民劇場　吹田のアーティスト応援80
ネイバーフッド・ビッグバンド リサイタル

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
ドコゾノ旅一座の冒険譚

Music  Circus  presents
０歳から楽しめる親子コンサート

2/25土2/25土16：00 中ホール中ホール

2,500円　3歳～小学生1,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

クラシックの有名な曲や
童話の読み聞かせコーナーなど、
お楽しみがいっぱい！

指　揮：茂木大輔　 ピアノ：原由莉子　 司会・歌：小野あつこ
プログラム：ドヴォルザーク／「謝肉祭」序曲
　　　　　　 3歳のお子様も楽しめる音楽と童話
　　　　　　 歌のおねえさんによる「お楽しみコーナー」
　　　　　　 ラヴェル／ピアノ協奏曲ト長調
 オッフェンバック／「天国と地獄」より序曲

曲目：長崎の鐘、 落葉松、 この道、
　　　金魚のひるね　ほか　　

出演：田邉織恵（ソプラノ）、 橋本恵史（テノール）、 小林峽介（ピアノ）出演：Music Circus
　　　田島隆（タンバリン博士）
　　　内藤里美（歌のおねえさん）
　　　ケーシーハシモト（歌のおにいさん）

14：00

2/18土
 19日
2/18土
 19日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

きかんしゃトーマス
ソドー島のたからもの

2,900円
ファミリー券(4枚以上) 2,500円

2/12日2/12日
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

12:30/15:00

吹田市交響楽団
第92回定期演奏会

500円（当日600円）

1/8日1/8日
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

14:00

メイシアターで公演を催す団体または個人のみなさまへ
▶メイシアタープレイガイドでチケットをお預かりして販売します！（販売手数料10％）
▶公演チラシをメイシアター・メイト会員のみなさまへ発送します！（有料）
▶チラシをポスターサイズに拡大します！（有料：A4サイズ ⇒ A1・A2・A3サイズ）

1,500円　3歳～中学生500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L51729L51729

P227-959P227-959 ロロロ L55812L55812ぴぴぴ

その他のオススメ公演

（12月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

Music Circus 茂山千五郎 茂山宗彦 茂山茂 茂山逸平 茂山千之丞

明治期の吹田村を舞台にした話題作
の再演！日露戦争のしわ寄せを受け
つつも、たくましく生きる人々を描きます。

市民公募により選出された方々が、個性豊かな舞台、展示作品を
発表します。

昨年結成25周年を迎えた
ネイバーフッド・ビッグバ
ンドが、ジャズの名曲な
どをお届けします。

小さなサーカス団のおかしな3人
ドタバタ、はちゃめちゃ、てんやわんや
マジック、マイム、そして演奏！
何でもありの、ちょっと不思議なお話

作・演出:片岡百萬両（片岡自動車工業）
出演:満腹満、しまふく羊太、蟷螂襲、他

年始は1/4（水）から通常開館いたします
12月29日木～1月3日火年末年始休館の

お知らせ

3,000円　学生2,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 P516-295P516-295 ロロロ L54130L54130ぴぴぴＴＴＴ

1,500円　3歳～小学生500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売　1/6金
★メイト会員先行発売　1/5木
★チケット発売　1/6金
★メイト会員先行発売　1/5木

ロロロ L52045L52045ＴＴＴ

2,500円　3歳～中学生1,500円　全席指定席
★チケット発売　1/27金
★メイト会員先行発売　1/26木
★チケット発売　1/27金
★メイト会員先行発売　1/26木

ロロロ L54791L54791ＴＴＴ

2/4土2/4土 14：00 中ホール中ホール

出演

3,000円　当日3,500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L56235L56235ＴＴＴ

状況によって緩和・更新をしていきます。
最新情報は吹田市のホームページを
ご確認ください。

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

吹田市民劇場
Cutting Edge 狂言

3,500円　当日3,800円　ペア6,000円（前売のみ）
25歳以下2,000円　当日2,300円　高校生以下1,000円
※メイト会員は1割引（ペアは対象外）　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中

吹田市民劇場
いいむろなおきマイムカンパニー
「

ゆめ

夢みる
たび

旅 
びと

人」

親子で歌い継ぐ
日本の歌百選

劇団ひまわり
DANCE FESTIVAL vol.13

18：00

11：00/15：00

1/ 21 土
 22 日
1/ 21 土
 22 日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

4,000円　中学生～大学生、専門学校生3,000円
3歳～小学生2,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

総合演出：大塚雅史

劇団創立70周年を記念して1950年代から現在までの楽曲を使用した
華やかなナンバーでみなさまをお待ちしています。一緒にあの日、あの
時を巡りませんか？

13：00

10：00～17：00

10：00～16：00

1/ 14 土1/ 14 土

1/ 14 土
 15 日
1/ 14 土
 15 日

【舞台部門】

【展示部門】

中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

無料（申込不要）

3/11土3/11土 14：00 中ホール中ホール

3/29水3/29水14：00 小ホール小ホール

18：00

13：00/17：00

3/ 18 土
 19 日
3/ 18 土
 19 日 中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール中ホール

ならず者が集まる無法の町か
ら飛び出したポルカは、世界中
を見て回る。ポルカが旅するそ
の先々で仲間がどんどん増え
ていき、人々は彼女たちのこと
を「ドコゾノ旅一座」と呼ぶよ
うになっていた。
～歩いた道に花が咲くよ、我ら
愉快な旅一座～

※当日各200円増
※メイト会員は1割引

3,000円　3歳～高校生1,000円　※メイト会員は1割引　全席自由席
★チケット発売　1/28土★チケット発売　1/28土 ロロロ L56345L56345ＴＴＴ

集会室集会室集会室集会室集会室集会室集会室

Ⓒ脇田友

撮影：堀川高志
（kutowans studio）
撮影：堀川高志
（kutowans studio）

P516-823P516-823ぴぴぴＴＴＴ

7土〜9月
10:00～17:00
10火
10:00～12:00

わが町展 19th 無料 吹田水彩画自由連 角田
080-1605-4862

12木〜13金・16月 
13:00～17:00
14土〜15日 
10:00～16:00
17火13:00～14:30

吹田市教育美術展
中学校の部 無料 吹田市教育委員会 学校教育室

6155-8207

25水〜30月
10:00～17:00
31火
10:00～15:30

禁煙ポスター作品展示 無料 吹田市 健康まちづくり室
6384-2614

１   月の展示室
開催日時 催し物 入 場 主　催 連絡先



1/28（土）17：00頃より、
劇評ワークショップを開催。
詳しくはwebをご確認ください。

第13回の受賞者10組が、
ピアノやヴァイオリン、合唱
等の演奏をお届けします。
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を
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を
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2021年　アメリカ　上映時間112分
監督・脚本　シアン・ヘダー
出演　エミリア・ジョーンズ、フェルディア・ウォルシュ

＝ピーロ、マーリー・マトリン ほか

1/9月㊗1/9月㊗1/9月㊗ 10：30/13：30   中ホール 全席指定席

（ メイシアター・メイト会員のみなさまを ）対象に行う無料の映画会です

★入場券配布中

メイシアター・メイト会員
おひとり様につき2席まで
ご予約いただけます。

（ご来館もしくは電話予約）
非会員の方も、この機会に
是非ご入会ください。

耳の不自由な家族の中で唯一耳の聞こえる少女が歌の才能を認められたことを
きっかけに、夢と現実のはざまで葛藤するヒューマンドラマ。
少女の勇気が、家族や様々な問題を力に変えていく！
2014年製作のフランス映画「エール！」のハリウッド・リメイク版。
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メイシアター・メイトのつどい

映画「コーダ あいのうた」

19：00

15：00/19：00

11：00/15：00

14：00

1/ 26 木
 27 金
 28 土
 29 日

1/ 26 木
 27 金
 28 土
 29 日

小ホール小ホール

4,500円　学生3,000円
※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

原作：泉鏡花　脚色：天道満彦
演出：ドヰタイジ（ＳＴＡＲ★ＪＡＣＫＳ）

出演：生田朗子、宮本弘佑、
　　　眞鍋杏樹（NMB48）、
　　　坂口修一、國藤剛志、
　　　千田訓子、茂山宗彦 ほか

13：3013：30
中ホール中ホール
木1/5木1/5木

すいたティーンズクラシックフェスティバル
受賞者によるフレッシュコンサート

～迸る（hotobashiru）～
生きるチカラが此処にある

世良公則

1/281/28土 16：00 大ホール大ホール

6,800円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中 P224-906P224-906 ロロロ L54919L54919ぴぴぴ

アコースティック
ソロライブ2023

完売完売

関連イベント

ロロロぴぴぴ P515-797P515-797 L51776L51776

無料

入場
方法

いんふぉめーしょんいんふぉめーしょん
プレイガイド　TEL.06-6386-6333 （9：00～18：30）　FAX.06-6330-7230
施設予約など　TEL.06-6380-2221 （9：00～22：00）　ホームページ https://www.maytheater.jp

発行　公益財団法人吹田市文化振興事業団

2023年2023年1月1月
J a n u a r y

SHOW
劇場
vol.15

大ホール 中ホール 小ホール
催し物 開 演

時 間 入場方法 主催 連絡先

1日

休　館　日2月

3火

4水 人形劇団クラルテ
ペンギンたんけんたい 14:00 完売 人形劇団クラルテ

吹田市文化振興事業団
メイシアター
6386-6333

5木 すいたティーンズクラシックフェスティバル
受賞者によるフレッシュコンサート 13:30 無料 吹田市

吹田市文化振興事業団
メイシアター
6386-6333

6金 吹田市民文化祭 芸術芸能フェスティバル リハーサル 吹田市
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

7土 Music Circus presents
0歳から楽しめる親子コンサート リハーサル 吹田市

吹田市文化振興事業団
メイシアター
6386-6333

8日 Music Circus presents
0歳から楽しめる親子コンサート 14:00 大人 1,500円こども 500円

吹田市
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

9月 メイシアター・メイトのつどい
映画「コーダ あいのうた」

10:30
13:30

メイト会員限定
要事前申込 吹田市文化振興事業団 メイシアター

6386-6333

10火

11水

12木

13金 吹田市民文化祭 芸術芸能フェスティバル 準備 吹田市
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

14土 吹田市民文化祭 芸術芸能フェスティバル
舞台部門（展示部門：1/14・15 10時～集会室） 13:00 無料 吹田市

吹田市文化振興事業団
メイシアター
6386-6333

15日

16月 森のオーケストラ演奏会 19：00 無料 森のオーケストラ 080-8288-2974

17火

18水
保守点検日

19木

20金 劇団ひまわり
DANCE FESTIVAL vol.13 リハーサル 吹田市文化振興事業団

劇団ひまわり
メイシアター
6386-6333

21土 劇団ひまわり
DANCE FESTIVAL vol.13 18:00 4,000円

中学生〜大学生
専門学校生
3,000円

こども2,000円

吹田市文化振興事業団
劇団ひまわり

メイシアター
6386-6333

22日 劇団ひまわり
DANCE FESTIVAL vol.13

11:00
15:00

23月

24火 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 リハーサル

吹田市
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

25水 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 リハーサル

26木 吹田市こころサポーター養成講座 13：30 要事前申込 厚生労働省
吹田市

障がい福祉室
6384-1346

27金 南ヶ丘こども園 生活発表会 13：00 関係者 南ヶ丘こども園 ———

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 リハーサル
吹田市

吹田市文化振興事業団
メイシアター
6386-633328土 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 リハーサル

29日 35周年記念演奏会 14：00 吹田おらが町コンサート合唱団 今西 090-1241-1665

「吹田の今、そしてこれから」 18：30 無料 SUITA会議 ———

30月

31火

催し物 開 演
時 間 入場方法 主催 連絡先

1日

休　館　日2月

3火

4水

5木 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

吹田市文化振興事業団 メイシアター
6386-6333

6金 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

7土 トヨスイ冬の感謝祭 13：30 関係者 「トヨスイ冬の感謝祭」
実行委員会 ———

8日 第17回大喜利天下一武道会 大阪予選 14：30
18：00 1,000円 府大OB企画会 info＠oogiri-1.net

9月 ふれあい異文化交流会 11：30 関係者 （夢）スタジオ ———

10火

11水 吹田青年会議所 新年賀会定例会 — 関係者 吹田青年会議所 ———

12木 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

吹田市文化振興事業団 メイシアター
6386-6333

13金 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

14土 国際政治セミナー（里村英一） 14：00 無料 幸福実現党 吹田後援会 宮井
090-3925-4647

15日

16月 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

吹田市文化振興事業団 メイシアター
6386-6333

17火 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

18水
保守点検日

19木

20金 KANPAIKYOUリーディング公演「乱歩の世界」
～想像へ向かう創造 想像のための創造～ リハーサル

関西俳優協議会 6653-9339

21土 KANPAIKYOUリーディング公演「乱歩の世界」
～想像へ向かう創造 想像のための創造～

11：00
15：00 3,000円

22日 ナオミュージックピアノ発表会 12：30 関係者 NAOミュージック ———

23月 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

吹田市文化振興事業団 メイシアター
6386-633324火 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

25水 SHOW劇場vol.15 天守物語 リハーサル

26木 SHOW劇場vol.15 天守物語 19:00

4,500円
学生3,000円

吹田市文化振興事業団 メイシアター
6386-6333

27金 SHOW劇場vol.15 天守物語 15:00
19:00

28土 SHOW劇場vol.15 天守物語 11:00
15:00

29日 SHOW劇場vol.15 天守物語 14:00 完売

30月

31火 健康いきいき教室「懐かしい歌で健康に♪」 10:15 無料 吹田市音楽療法推進会
おんがく・さ～くる・コスモス 6381-1002

催し物 開 演
時 間 入場方法 主催 連絡先

1日

休　館　日2月

3火

4水 令和5年 吹田市新年のつどい 10：30 関係者 吹田市
吹田市議会 ———

5木

6金

7土 日本センチュリー交響楽団
ニューイヤーファミリーコンサート 13:30 大人  2,500円こども 1,000円

吹田市
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

8日 吹田市交響楽団 第92回定期演奏会 14：00
前売・吹響友の会
500円
当日600円

吹田市交響楽団
ウスイ

4967-8323
（午後10時まで）

9月

10火

11水

12木

13金

14土

15日 Ballet Festival 2023 16：30 要事前申込 Mioバレエスタジオ mio_ballet_studio 
@yahoo.co.jp

16月

17火

18水
保守点検日

19木

20金

21土 吹田ライオンズクラブ60周年記念事業 10：30 無料 吹田ライオンズクラブ 事務局
6385-1756

22日 大阪大学男声合唱団
第70回記念定期演奏会 14：00 1,000円 大阪大学 男声合唱団 070-1828-9981

23月

24火

25水

26木

27金

28土 世良公則アコースティックソロライブ
2023 16:00 6,800円 吹田市文化振興事業団 メイシアター

6386-6333

29日 ゲッターズ飯田 トーク＆Calmera ジャズライブ2023
ーbetter fortune'n jazzー  14:00 前売4,600円当日5,000円 ———

キョードーインフォメーション
0570-200-888

（11～18時  日・祝除く）

30月

31火 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 リハーサル 吹田市

吹田市文化振興事業団
メイシアター
6386-6333

▶新型コロナウイルス感染症の影響で掲載内容が中止・延期・変更になる場合があります 開館時間◦9:00〜22:00（保守点検日は9:00〜17:30）
休 館 日◦年末年始及び設備点検のための臨時休館日

（2022.12.10受付までの情報を掲載しています） 主催者の都合により、催し物名・開演時刻・入場方法等を変更する場合があります。また、個人情報保護のため、主催者の希望により主催者名や連絡先の記載をしていない催しがあります。どうぞご了承ください。

1月 ◦メイシアターカレンダー◦

大人1,000円（16才以上）
障がい者・付添500円

子ども無料


