
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

2/4土2/4土 14：00 中ホール中ホール

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
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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

2022年10月より
Facebookのページがリニューアル！
この機会にぜひフォローをお願いします

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」

アート引越センター PRESENTS
藤岡幸夫指揮
関西フィルハーモニー管弦楽団
新緑コンサート

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）

曲目：ゲーム「モンスターハンター」より「英雄の証」
　　　映画「風と共に去りぬ」より
　　　リムスキー・コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」ほか

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

関西大学OB交響楽団
第7回演奏会

1,000円（当日1200円）

2/26日2/26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

13：30

舞台
画狂人 北斎

8,500円

3/2木3/2木
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）

その他のオススメ公演

（1月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

「〇・△・□ ～なにしてあそぼ～」 「赤いめんどり」

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。

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：いいむろなおき
出演：いいむろなおき、羽田兎桃、橋本昌也

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします
2月2日木・3日金全館休館のお知らせ

1,500円　3歳～小学生500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L52045L52045ＴＴＴ

3,000円　25歳以下の学生1,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売　2/15水
★メイト会員先行発売　2/14火
★チケット発売　2/15水
★メイト会員先行発売　2/14火

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

大阪劇団協議会フェスティバル50周年記念合同公演
「キセツノナイマチ」

吹田市民劇場　吹田のアーティスト応援80
人形劇団クラルテ
「〇・△・□ ～なにしてあそぼ～」
「赤いめんどり」

2/25土2/25土16：00 中ホール中ホール

結成26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。

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

1,000円　3歳～小学生500円　※メイト会員は1割引　全席自由席
※3歳以上有料　

★チケット発売　2/10金★チケット発売　2/10金 ロロロ L51497L51497ＴＴＴ

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。

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　青少年育成事業
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

3,500円　25歳以下・70歳以上3,000円
グループ割（2人以上）3,000円　※メイト会員は1割引　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中

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

15：00
4/ 30  日4/ 30  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大ホール

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

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

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

14：00/18：30

11：00/16：00

13：00

3/ 24 金
 25 土
 26 日

3/ 24 金
 25 土
 26 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

Ⓒ脇田友

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

ⒸSHIN YAMAGISHIⒸSHIN YAMAGISHI

P516-823P516-823ぴぴぴＴＴＴ

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、美津乃あわ、や乃えいじ、真壁愛、
　　　川上藍香、川嶋芙優
　　　オーディション合格者、千里金蘭大学学生

50年程前、万博が開催された頃の大阪の、とある街の片隅を
舞台にした、物語。

原作 : 山本周五郎「季節のない街」
脚色 : 森脇京子　演出 : 井之上淳

作・演出:ごまのはえ P235-117P235-117 ロロロ L51744L51744ぴぴぴＴＴＴ

天満天神バレエ＆
ダンスフェスティバル

（昼の部・夜の部共通）
S席8,000円　A席5,000円
B席3,000円

2/19日2/19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

13:30/16:00

メイシアター少年少女合唱団
団員募集

▶対　　象 吹田市在住・在学の新小学4年生～新高校3年生
▶募集人数 30人（多数選考）
▶参 加 料 年間3,000円
▶練習日程 月1回程度・不定期
▶練習場所 メイシアター リハーサル室 ほか
▶講　　師 髙木ひとみ
▶募集期間 3月1日（水）～4月5日（水）
▶応募方法 所定の申込書に必要事項をご記入の上、郵送、FAX

またはメールにてお申込みください。

詳細はホームページをご覧ください。

募集

3/27月3/27月 11：00 小ホール小ホール

ホームページ

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　青少年育成事業
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 発売中

 
 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

24
25
26

金
土
日

14:00/18：30

11:00/16：00

13:00

大阪劇団協議会フェスティバル50周年記念合同公演
「キセツノナイマチ」 中

3,500円
25歳以下・70歳以上3,000円
グループ割（2人以上）3,000円

27 月 11：00
吹田市民劇場　吹田のアーティスト応援80
人形劇団クラルテ

「〇・△・□ ～なにしてあそぼ～」「赤いめんどり」
小 1,000円　3歳～小学生500円 2/10（金）

 
 L51497

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

4 30 日 15:00
アート引越センターPRESENTS
藤岡幸夫指揮　関西フィルハーモニー管弦楽団
新緑コンサート

大 3,000円　25歳以下の学生1,000円 2/15（水）
メイト先行2/14（火）

 
 P235-117
 L51744

※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 （2023年1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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★チケット発売中★チケット発売中

吹田市民劇場　青少年育成事業
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

3,500円　25歳以下・70歳以上3,000円
グループ割（2人以上）3,000円　※メイト会員は1割引　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中

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

15：00
4/ 30  日4/ 30  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大ホール

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

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

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

14：00/18：30

11：00/16：00

13：00

3/ 24 金
 25 土
 26 日

3/ 24 金
 25 土
 26 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

Ⓒ脇田友

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

ⒸSHIN YAMAGISHIⒸSHIN YAMAGISHI

P516-823P516-823ぴぴぴＴＴＴ

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、美津乃あわ、や乃えいじ、真壁愛、
　　　川上藍香、川嶋芙優
　　　オーディション合格者、千里金蘭大学学生

50年程前、万博が開催された頃の大阪の、とある街の片隅を
舞台にした、物語。

原作 : 山本周五郎「季節のない街」
脚色 : 森脇京子　演出 : 井之上淳

作・演出:ごまのはえ P235-117P235-117 ロロロ L51744L51744ぴぴぴＴＴＴ

天満天神バレエ＆
ダンスフェスティバル

（昼の部・夜の部共通）
S席8,000円　A席5,000円
B席3,000円

2/19日2/19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

13:30/16:00

メイシアター少年少女合唱団
団員募集

▶対　　象 吹田市在住・在学の新小学4年生～新高校3年生
▶募集人数 30人（多数選考）
▶参 加 料 年間3,000円
▶練習日程 月1回程度・不定期
▶練習場所 メイシアター リハーサル室 ほか
▶講　　師 髙木ひとみ
▶募集期間 3月1日（水）～4月5日（水）
▶応募方法 所定の申込書に必要事項をご記入の上、郵送、FAX

またはメールにてお申込みください。

詳細はホームページをご覧ください。

募集

3/27月3/27月 11：00 小ホール小ホール

ホームページ



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

2022年10月より
Facebookのページがリニューアル！
この機会にぜひフォローをお願いします

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」

アート引越センター PRESENTS
藤岡幸夫指揮
関西フィルハーモニー管弦楽団
新緑コンサート

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）

曲目：ゲーム「モンスターハンター」より「英雄の証」
　　　映画「風と共に去りぬ」より
　　　リムスキー・コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」ほか

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

関西大学OB交響楽団
第7回演奏会

1,000円（当日1200円）

2/26日2/26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

13：30

舞台
画狂人 北斎

8,500円

3/2木3/2木
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）

その他のオススメ公演

（1月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

「〇・△・□ ～なにしてあそぼ～」 「赤いめんどり」

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。

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：いいむろなおき
出演：いいむろなおき、羽田兎桃、橋本昌也

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします
2月2日木・3日金全館休館のお知らせ

1,500円　3歳～小学生500円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L52045L52045ＴＴＴ

3,000円　25歳以下の学生1,000円　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売　2/15水
★メイト会員先行発売　2/14火
★チケット発売　2/15水
★メイト会員先行発売　2/14火

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

大阪劇団協議会フェスティバル50周年記念合同公演
「キセツノナイマチ」

吹田市民劇場　吹田のアーティスト応援80
人形劇団クラルテ
「〇・△・□ ～なにしてあそぼ～」
「赤いめんどり」

2/25土2/25土16：00 中ホール中ホール

結成26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。

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

1,000円　3歳～小学生500円　※メイト会員は1割引　全席自由席
※3歳以上有料　

★チケット発売　2/10金★チケット発売　2/10金 ロロロ L51497L51497ＴＴＴ

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。

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　青少年育成事業
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

3,500円　25歳以下・70歳以上3,000円
グループ割（2人以上）3,000円　※メイト会員は1割引　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中

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

15：00
4/ 30  日4/ 30  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大ホール

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

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

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

14：00/18：30

11：00/16：00

13：00

3/ 24 金
 25 土
 26 日

3/ 24 金
 25 土
 26 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

Ⓒ脇田友

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

ⒸSHIN YAMAGISHIⒸSHIN YAMAGISHI

P516-823P516-823ぴぴぴＴＴＴ

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、美津乃あわ、や乃えいじ、真壁愛、
　　　川上藍香、川嶋芙優
　　　オーディション合格者、千里金蘭大学学生

50年程前、万博が開催された頃の大阪の、とある街の片隅を
舞台にした、物語。

原作 : 山本周五郎「季節のない街」
脚色 : 森脇京子　演出 : 井之上淳

作・演出:ごまのはえ P235-117P235-117 ロロロ L51744L51744ぴぴぴＴＴＴ

天満天神バレエ＆
ダンスフェスティバル

（昼の部・夜の部共通）
S席8,000円　A席5,000円
B席3,000円

2/19日2/19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

13:30/16:00

メイシアター少年少女合唱団
団員募集

▶対　　象 吹田市在住・在学の新小学4年生～新高校3年生
▶募集人数 30人（多数選考）
▶参 加 料 年間3,000円
▶練習日程 月1回程度・不定期
▶練習場所 メイシアター リハーサル室 ほか
▶講　　師 髙木ひとみ
▶募集期間 3月1日（水）～4月5日（水）
▶応募方法 所定の申込書に必要事項をご記入の上、郵送、FAX

またはメールにてお申込みください。

詳細はホームページをご覧ください。

募集

3/27月3/27月 11：00 小ホール小ホール

ホームページ

5日
10:30～15:30 すいた環境教育フェスタ2023 無料 吹田市 環境政策室

6384-1782

7火
10:00～12:00 協会けんぽ集団特定検診 会員のみ 全国健康保険協会 大阪支部 （医）医誠会・医誠会病院

6326-1121

25土〜27月
10:00～19:00

28火
10:00～14:00

傘寿記念
「人生いろいろ いろはにほへと展」
星川和子 水彩画・油彩画

無料 星川和子 6155-5800

2  月の展示室
開催日時 催し物 入 場 主　催 連絡先



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

2/4土2/4土 14：00 中ホール中ホール

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

いんふぉめーしょんいんふぉめーしょん 2023年2023年2月2月
F e b r u a r y

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水

2木
休館日

3金

4土 ピアノ発表会 未定 関係者 片桐ピアノ教室 ———

5日 永田ギター教室 発表会 11：00
14：30 無料 永田ギター教室 ———

6月

7火

8水 保守点検日

9木

10金 つくしんぼう朗読の会 リハーサル 朗読工房つくしんぼう ———

11土 バレンタインコンサート 14：00 2,000円 宇留嶋音楽教室 宇留嶋
090-3847-5995

12日 朗読公演 リハーサル サークル シエ ———

13月
保守点検日

14火

15水

16木

17金

18土 Hino音楽教室ピアノコンサート — 関係者 Hino音楽教室 ———

19日 声☆手話で表現する発表会 vol.6
旅するワンダーランド 13：45 無料

（要事前申込） Heart Voice Sign cocorokoete
@gmail.com

20月

21火 健康いきいき教室「懐かしい歌で健康に♪」 10:15 関係者 吹田市音楽療法推進会
おんがく・さ～くる・コスモス 6381-1002

22水 保守点検日

23木 Global Village Music Concert — 関係者 グローバルヴィレッジ
インターナショナルプリスクール ———

24金 つくしんぼう朗読の会 13:30 無料
（先着100名） 朗読工房つくしんぼう

上田090-9887-2795
高橋080-3794-8082
2/1（水）11時受付

25土 あめんぼ座 朗読アラカルト2023春 13:00
15:00 1,500円 朗読劇団あめんぼ座 080-4028-2346

26日 朗読公演 14:00 無料 サークル シエ sakuruxie
＠jcom.zaq.ne.jp

27月 第33回シャンソンコンサート 14:30 2,000円 大阪シャンソンポピュレール 寺尾
090-1815-2264

28火

催し物 開 演
時 間 入場方法 主催 連絡先

1水

2木
休館日

3金

4土 吹田市民劇場
Cutting Edge 狂言 14:00 3,000円

学生2,000円
吹田市

吹田市文化振興事業団
メイシアター
6386-6333

5日

6月

7火

8水

9木

10金

11土 発表会 10：00 関係者 （福）成光苑
認定こども園きりん愛育園 6878-5551

12日 第11回 定期演奏会 13：30 無料 千里高校吹奏楽部
OB・OG会 吹奏楽団

http://
senribrass-obog.

jimdosite.com

13月
保守点検日

14火

15水

16木 ニットキャップシアター
「カレーと村民」 リハーサル

毛帽子事務所
ニットキャップシアター
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

17金 ニットキャップシアター
「カレーと村民」 リハーサル

18土 ニットキャップシアター
「カレーと村民」 14:00

3,500円
ペア（前売のみ）

6,000円
25歳以下・学生

2,000円
高校生以下 
1,000円 

当日各300円増 
（高校生以下は除く）

毛帽子事務所
ニットキャップシアター
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

19日 ニットキャップシアター
「カレーと村民」 14:00

20月
保守点検日

21火

22水 吹田市長旗争奪春季野球大会 
開会式及び抽選会 19：00 関係者 吹田市

吹田市体育協会
吹田市体育協会
6381-9011

23木 朝日幼稚園 生活発表会 10：30 関係者 朝日幼稚園 6381-5539

24金 ダンス学科 後期発表会 18：30 関係者 キャットミュージックカレッジ
専門学校 6369-1101

25土 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 16:00 前売 3,000 円

当日 3,500 円
吹田市

吹田市文化振興事業団
メイシアター
6386-6333

26日 お楽しみ発表会 10：30 関係者 七田式 江坂教室 ———
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」 リハーサル

吹田市
吹田市文化振興事業団

千里金蘭大学
メイシアター
6386-6333

27月
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」

リハーサル

28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「ドコゾノ旅一座の冒険譚」

リハーサル

催し物 開 演
時 間 入場方法 主催 連絡先

1水 関西大学 第一高等学校 第一中学校 吹奏楽部
第36回 定期演奏会 18：00 無料 関西大学 第一高等学校 6337-9920

2木
休館日

3金

4土 第11回阪神学生オーケストラ
スペシャルコンサート リハーサル

阪神学生オーケストラ
hanshingakusei 

orchestra 
＠gmail.com5日 第11回阪神学生オーケストラ

スペシャルコンサート 18：00 無料

6月

7火

8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「ドコゾノ旅一座の冒険譚」

リハーサル
吹田市

吹田市文化振興事業団
千里金蘭大学

メイシアター
6386-6333

9木

10金

11土

12日 きかんしゃトーマスファミリーミュージカル
「ソドー島のたからもの」

12:30
15:00

2,900円
ファミリー券
（4枚以上）

2,500円

（株）ピクニック
キョードーファクトリーピクニック

ピクニックチケットセンター
050-3539-8330

（平日12～15時）

13月
保守点検日

14火

15水

16木

17金 文部科学省委託事業成果報告会 14：00 無料（要事前申込） 吹田市教育センター 6388-1455
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」 リハーサル 吹田市・吹田市文化振興事業団

千里金蘭大学 メイシアター 6386-6333

18土 天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル
パフォーマンスステージ大阪公演 リハーサル 天満・天神バレエ＆ダンス

フェスティバル実行委員会
事務局

performance.stage
＠gmail.com

19日 天満・天神バレエ＆ダンスフェスティバル
パフォーマンスステージ大阪公演

昼の部
13:30
夜の部
16:00

S席8,000円
A席5,000円
B席3,000円

天満・天神バレエ＆ダンス
フェスティバル実行委員会

事務局
performance.stage

＠gmail.com

20月
保守点検日

21火

22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「ドコゾノ旅一座の冒険譚」

リハーサル
吹田市

吹田市文化振興事業団
千里金蘭大学

メイシアター
6386-6333

23木

24金
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」

リハーサル
吹田市

吹田市文化振興事業団
千里金蘭大学

メイシアター
6386-6333

25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「ドコゾノ旅一座の冒険譚」

リハーサル

26日 関西大学OB交響楽団 第7回 演奏会 13:30 前売1,000円
当日1,200円 関西大学OB交響楽団 大倉

090-6478-3491

27月 我が心のノスタルジア
ウクライナ支援チャリティコンサート 14:00 無料 吹田市連合自治会有志会 千里山自治会館

6384-0603

28火

2月 ◦メイシアターカレンダー◦ ▶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

（2023.1.10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。


