
2,500円　3歳～中学生1,500円　全席指定席
※当日各200円増　※メイト会員は1割引

★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L54791L54791ＴＴＴ

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

18：00

13：00/17：00

3/ 18 土
 19 日
3/ 18 土
 19 日 中ホール中ホール

出演

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3月3月
Ma r c h



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

Facebook

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

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。

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。

TwitterLINE

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

桂 ざこば 桂 南光 桂 吉弥

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）

弾き語りやバンド演奏など8組が登場するストリートライブ！
出演：SOIL、Chululu、きらきら、ウミネコ楽団、イマニシユカ　ほか

曲目：P.ウォーロック／カプリオール組曲
　　　L.ヤナーチェク／弦楽のための組曲
　　　B.バルトーク／ディヴェルティメントSz.113

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

（2月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

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

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
★チケット発売中★チケット発売中

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」

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★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L51497L51497ＴＴＴ

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

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・前売のみ）3,000円
★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

スーパークラシックアンサンブル

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

「赤いめんどり」「〇・△・□ ～なにしてあそぼ～」

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
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L56345L56345ＴＴＴ

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

ⒸSHIN YAMAGISHIⒸSHIN YAMAGISHI

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」より
脚色 : 森脇京子
演出 : 井之上淳

P235-117P235-117 ロロロ L51744L51744ぴぴぴＴＴＴ

3/27月3/27月 11：00 小ホール小ホール

ミュージックストリートシリーズ vol.5
いずみの園公園フェス

13:00～16:00 （雨天中止）
3/ 21 火㊗3/ 21 火㊗

14：00
4/ 9日4/ 9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

S席3,500円　A席2,500円　B席1,500円　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

桂米朝一門会

出演：桂　天吾
　　　桂　吉弥
　　　桂　南光
　　　　中入
　　　桂ざこば
　　　桂雀三郎

14：00
5/ 27土5/ 27土 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　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売　3/23木
★メイト会員先行発売　3/22水
★チケット発売　3/23木
★メイト会員先行発売　3/22水

和太鼓松村組
夏の華～夜空に咲く華

和太鼓のダイナミックな響きにマリ
ンバやオカリナ等の民族楽器との融
合を図り、独自のサウンドを追求し
ている松村組によるステージをお届
けします。

14：00
7/ 5水7/ 5水 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　メイト会員3,500円　全席指定席
★チケット発売　4/10月
★メイト会員先行発売　4/9日
★チケット発売　4/10月
★メイト会員先行発売　4/9日

P236-433P236-433P236-433ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L56264L56264L56264

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。 ホームページ

募集

曲目：ゲーム音楽「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

P517-731P517-731P517-731ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L54495L54495L54495

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

オペラ
蝶々夫人

SS席12,000円
S席5,000円
S席ペア9,000円
A席4,000円

4/28金4/28金
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

18:00
いずみの園公園
（メイシアター前）
いずみの園公園
（メイシアター前）

無料

※メイト会員は1割引

全席自由席

残席わずか

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 発売中
 
 L54791

21 火
12:00

13:00

吹田ジュニアオーケストラロビーコンサート
いずみの園公園フェス

ロビー
公園

無料

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・前売のみ）3,000円

発売中

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 発売中
残席わずか

 
 L51497

29 水 14:00 日本の歌百選 小 3,000円　3歳～高校生1,000円 発売中
 
 L56345

4 9 日 14:00 スーパークラシックアンサンブル 大 S席3,500円　A席2,500円
B席1,500円　学生1,000円 発売中

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 発売中
 
 P235-117
 L51744

5 21 日 14：30 吹田チャリティージャズコンサート 中 3,000円　当日3,500円 3/26（日）
 
 L52209

27 土 14:00 桂米朝一門会 中 4,000円 3/23（木）
メイト先行3/22（水）

 
 P517-731
 L54495

7 5 水 14:00 和太鼓松村組
夏の華～夜空に咲く華 中 4,000円　メイト3,500円 4/10（月）

メイト先行4/9（日）

 
 P236-433
 L56264

※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・ロビー＝1Fロビー・公園＝いずみの園公園  （2023年2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



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

Facebook

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

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。

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。

TwitterLINE

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

桂 ざこば 桂 南光 桂 吉弥

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）

弾き語りやバンド演奏など8組が登場するストリートライブ！
出演：SOIL、Chululu、きらきら、ウミネコ楽団、イマニシユカ　ほか

曲目：P.ウォーロック／カプリオール組曲
　　　L.ヤナーチェク／弦楽のための組曲
　　　B.バルトーク／ディヴェルティメントSz.113

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

（2月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

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

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
★チケット発売中★チケット発売中

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」

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★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L51497L51497ＴＴＴ

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

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・前売のみ）3,000円
★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

スーパークラシックアンサンブル

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

「赤いめんどり」「〇・△・□ ～なにしてあそぼ～」

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
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L56345L56345ＴＴＴ

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

ⒸSHIN YAMAGISHIⒸSHIN YAMAGISHI

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」より
脚色 : 森脇京子
演出 : 井之上淳

P235-117P235-117 ロロロ L51744L51744ぴぴぴＴＴＴ

3/27月3/27月 11：00 小ホール小ホール

ミュージックストリートシリーズ vol.5
いずみの園公園フェス

13:00～16:00 （雨天中止）
3/ 21 火㊗3/ 21 火㊗

14：00
4/ 9日4/ 9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

S席3,500円　A席2,500円　B席1,500円　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

桂米朝一門会

出演：桂　天吾
　　　桂　吉弥
　　　桂　南光
　　　　中入
　　　桂ざこば
　　　桂雀三郎

14：00
5/ 27土5/ 27土 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　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売　3/23木
★メイト会員先行発売　3/22水
★チケット発売　3/23木
★メイト会員先行発売　3/22水

和太鼓松村組
夏の華～夜空に咲く華

和太鼓のダイナミックな響きにマリ
ンバやオカリナ等の民族楽器との融
合を図り、独自のサウンドを追求し
ている松村組によるステージをお届
けします。

14：00
7/ 5水7/ 5水 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　メイト会員3,500円　全席指定席
★チケット発売　4/10月
★メイト会員先行発売　4/9日
★チケット発売　4/10月
★メイト会員先行発売　4/9日

P236-433P236-433P236-433ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L56264L56264L56264

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。 ホームページ

募集

曲目：ゲーム音楽「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

P517-731P517-731P517-731ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L54495L54495L54495

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

オペラ
蝶々夫人

SS席12,000円
S席5,000円
S席ペア9,000円
A席4,000円

4/28金4/28金
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

18:00
いずみの園公園
（メイシアター前）
いずみの園公園
（メイシアター前）

無料

※メイト会員は1割引

全席自由席

残席わずか



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

Facebook

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

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。

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。

TwitterLINE

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

桂 ざこば 桂 南光 桂 吉弥

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）

弾き語りやバンド演奏など8組が登場するストリートライブ！
出演：SOIL、Chululu、きらきら、ウミネコ楽団、イマニシユカ　ほか

曲目：P.ウォーロック／カプリオール組曲
　　　L.ヤナーチェク／弦楽のための組曲
　　　B.バルトーク／ディヴェルティメントSz.113

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

（2月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

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

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
★チケット発売中★チケット発売中

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」

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★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L51497L51497ＴＴＴ

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

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・前売のみ）3,000円
★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

スーパークラシックアンサンブル

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

「赤いめんどり」「〇・△・□ ～なにしてあそぼ～」

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
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L56345L56345ＴＴＴ

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

ⒸSHIN YAMAGISHIⒸSHIN YAMAGISHI

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」より
脚色 : 森脇京子
演出 : 井之上淳

P235-117P235-117 ロロロ L51744L51744ぴぴぴＴＴＴ

3/27月3/27月 11：00 小ホール小ホール

ミュージックストリートシリーズ vol.5
いずみの園公園フェス

13:00～16:00 （雨天中止）
3/ 21 火㊗3/ 21 火㊗

14：00
4/ 9日4/ 9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

S席3,500円　A席2,500円　B席1,500円　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

桂米朝一門会

出演：桂　天吾
　　　桂　吉弥
　　　桂　南光
　　　　中入
　　　桂ざこば
　　　桂雀三郎

14：00
5/ 27土5/ 27土 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　※メイト会員は1割引　全席指定席
★チケット発売　3/23木
★メイト会員先行発売　3/22水
★チケット発売　3/23木
★メイト会員先行発売　3/22水

和太鼓松村組
夏の華～夜空に咲く華

和太鼓のダイナミックな響きにマリ
ンバやオカリナ等の民族楽器との融
合を図り、独自のサウンドを追求し
ている松村組によるステージをお届
けします。

14：00
7/ 5水7/ 5水 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　メイト会員3,500円　全席指定席
★チケット発売　4/10月
★メイト会員先行発売　4/9日
★チケット発売　4/10月
★メイト会員先行発売　4/9日

P236-433P236-433P236-433ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L56264L56264L56264

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。 ホームページ

募集

曲目：ゲーム音楽「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

P517-731P517-731P517-731ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L54495L54495L54495

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

オペラ
蝶々夫人

SS席12,000円
S席5,000円
S席ペア9,000円
A席4,000円

4/28金4/28金
大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール大ホール

18:00
いずみの園公園
（メイシアター前）
いずみの園公園
（メイシアター前）

無料

※メイト会員は1割引

全席自由席

残席わずか



2,500円　3歳～中学生1,500円　全席指定席
※当日各200円増　※メイト会員は1割引

★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L54791L54791ＴＴＴ

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

18：00

13：00/17：00

3/ 18 土
 19 日
3/ 18 土
 19 日 中ホール中ホール

出演

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3月3月
Ma r c h

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 舞台「画狂人北斎」―2023― 14:00 8,500円 （株）エヌオーフォー https://no-4.biz/
hokusai2023

3金 大阪ウエディング＆ブライダル専門学校
令和4年度 卒業式 13：00 関係者 大阪ウエディング＆ブライダル

専門学校 7656-0267

4土

5日

6月

7火

8水 令和4年度 大阪リゾートアンドスポーツ専門学校
卒業式 — 関係者 大阪リゾートアンドスポーツ

専門学校 6886-7897

9木
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

10金 令和4年度 大阪こども専門学校 卒業式 13：00 関係者 （学）三幸学園
大阪こども専門学校 ———

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

11土 関西大学応援団吹奏楽部
スプリングコンサート 2023 リハーサル

関西大学応援団吹奏楽部 090-1581-3648

12日 スプリングコンサート ポップス&マーチングステージーN0 LIMIT!ー 13：00 1,000円

スプリングコンサート シンフォニックステージーOUR TREASUREー 17：00 1,000円

13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
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

14火
保守点検日

15水

16木

17金

18土 まちかね山吹奏楽団 第20回 定期演奏会 リハーサル
まちかね山吹奏楽団 info@

machikane.com
19日 まちかね山吹奏楽団 第20回 定期演奏会 17:00 無料

（要整理券）

20月

21火 吹田市中学校音楽祭（SJMF） 未定 関係者 吹田市中学校音楽連盟 ———

22水

23木

24金

25土 第28次 吹田東高等学校 吹奏楽部
定期演奏会 18:00 要整理券 大阪府立吹田東高等学校

吹奏楽部 6877-6715

26日 福本まゆみモダンバレエアート
第19回 発表会 16:30 無料 福本まゆみ

モダンバレエアート 6371-9573

27月

28火 定期演奏会 18:30 無料 大阪成蹊女子高等学校
吹奏楽部 6829-2510

29水 第33回 北千里高等学校 吹奏楽部
定期演奏会 18:30 無料 大阪府立北千里高等学校 

吹奏楽部 6872-0535

30木 高槻中学校・高等学校 吹奏楽部
第30回 カジュアルコンサート 18:00 無料 高槻中学校・高等学校

吹奏楽部
高槻中学校・高等学校
下村 072-671-0001

31金

催し物 開 演
時 間 入場方法 主催 連絡先

1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

2木
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

3金 ヒアリングフレイル
～あなたの耳の聞こえ大丈夫？～ 14：00 要事前申込 吹田市 高齢福祉室

6170-5860

4土 30周年カラオケ発表会 9:45 無料 ことぶき会 木下
090-1150-6371

5日 大声会 謡と舞の発表会
（アマチュアの方の出演です） 12：30 無料 林本大声会 hayashimoto@

dainokai.com

6月

7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
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

8水 吹田市いきがい教室発表会 13:30 無料 吹田市 高齢福祉室
6384-1336

9木 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」 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

10金 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」 リハーサル

11土 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」 14:00

1,500円
3歳～小学生
500円

吹田市
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

12日 Sautille Piano Concert 未定 関係者 ——— ———
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

13月

14火
保守点検日

15水

16木
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

17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

18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」

18:00 2,500円
3歳～中学生
1,500円

当日各200円増

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

19日
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」

13:00
17:00

20月

21火 吹田市太極拳フェスティバル 13:00 関係者 吹田市太極拳連盟 ———

geekids 子ども英会話発表会 18:30 無料 geekids 6155-9503

22水 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」 準備

大阪劇団協議会
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

23木 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」 リハーサル

24金 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」

14:00
18:30

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

大阪劇団協議会
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-633325土 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」
11:00
16:00

26日 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」 13:00

27月 大阪府立千里高等学校 吹奏楽部
第46回 定期演奏会 18:00 無料 大阪府立千里高等学校

吹奏楽部
吹奏楽部 近江
6871-0050

28火 第8回 定期演奏会 18:30 無料 大阪学院大学高等学校
吹奏楽部 6381-6661

29水

30木

31金

催し物 開 演
時 間 入場方法 主催 連絡先

1水

2木

3金

4土

5日

6月

7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

8水

9木

10金

11土 PERSIAN CONCERT＆DANCE 14:00
3,500円
小学生以下
1,500円

Kaaj Dance hanayuki3110
@i.softbank.jp

12日

13月 市民セミナー「お金だけじゃない 子供の貧困
―居場所とサポートについて考える―」 14:00 要事前申込 吹田市 子育て政策室

6384-1491

14火
保守点検日

15水

16木 EN SUITA vol.14
月あかりの輪舞曲（ロンド） リハーサル

EN SUITA

info.en.suita
@gmail.com

twitter/
Instagram:
@en_suita

17金 EN SUITA vol.14
月あかりの輪舞曲（ロンド） 19:00 大人2,500円

学生（高校・ 
大学・専学）
1,500円
子ども

（中学生以下）
1,000円

18土 EN SUITA vol.14
月あかりの輪舞曲（ロンド）

15:00
19:00

19日 EN SUITA vol.14
月あかりの輪舞曲（ロンド）

13:00
17:00

20月

21火 ピアノ発表会 未定 関係者 まことピアノ教室 ———

22水 「AI医療への患者・市民参画を考える」
日英合同公開 シンポジウム 16:00 無料 AIDEプロジェクト

（大阪大学） ———

23木

24金 第28期研究科後期発表公演
「ノスタルジック・カフェ―1971・あの時君は」 リハーサル

（株）劇団ひまわり 6369-134425土 第28期研究科後期発表公演
「ノスタルジック・カフェ―1971・あの時君は」 未定 未定

26日 第28期研究科後期発表公演
「ノスタルジック・カフェ―1971・あの時君は」 未定 未定

27月 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  11:00

1,000円
3歳～小学生
500円

吹田市
吹田市文化振興事業団

メイシアター
6386-6333

28火 親子で歌い継ぐ 日本の歌百選 リハーサル 吹田市文化振興事業団 メイシアター
6386-6333

29水 親子で歌い継ぐ 日本の歌百選 14:00
3,000円
3歳～高校生
1,000円

吹田市文化振興事業団 メイシアター
6386-6333

30木 音楽発表会 未定 無料 ミュージックランド
わたぼうし

圓尾
080-6199-5132

31金

▶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

（2023.2.10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。

3月 ◦メイシアターカレンダー◦


