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※
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当
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の
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楽
し
み
！ 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　全席指定席

★チケット発売中★チケット発売中 P517-731P517-731P517-731ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L54495L54495L54495

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4月4月
A p r i l



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

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

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

スティールパン演奏の第一人者、吹田出身の山村誠一の魅力全開！
カリブ海のドラム缶楽器スティールパンとブラジリアンスタイルの
7弦ガットギターとの二重奏。中南米や昭和歌謡を中心に、笑顔になる
天国サウンドをお届けします。

出演：さえずりな夜
　　　　（スティールパン）山村誠一
　　　　（7弦ギター）山田やーそ裕

一般公募による40歳以上の大人ダンサー
ならではの華麗なるステージ。

振付・指導／高岸直樹
 （チャイコフスキー記念東京バレエ団特別団員）

指導・ライモンダ主演／
 国田美和（元牧阿佐美バレエ団）
ゲスト／ 水城卓哉（貞松・浜田バレエ団）　ほか

吹田市在住のヴァイオリニスト堀江恵太が中心となって結成した
若手弦楽器奏者によるアンサンブル。

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

関西が誇る実力派ジャズミュージシャン
が集結します。

出演：田村文利クインテット
　　　THE TWO SOUNDS SUPER QUARTET
　　　藤井貞泰ピアノトリオ
　　　宮岡信夫＆Makin’Jazz Orchestra

若き俊英のタクト×伝統の大フィルサウンド！
「また聴きたい」の声に応えてメイシアターに
再登場

指揮：松本宗利音
ソリスト：山根一仁（ヴァイオリン）
曲目：ヴァイオリン協奏曲（チャイコフスキー）

ほか

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

（3月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

3,000円　25歳以下の学生1,000円　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

吹田チャリティージャズコンサート
GREAT JAZZ SERIES IN SUITA VOL.12

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

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

3,000円　当日3,500円　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L52209L52209ＴＴＴ

Ⓒs.yamamotoⒸs.yamamoto

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

メイシアター公園ライブ
天国サウンド　さえずりな夜

15：00～16：15
4/ 29土㊗4/ 29土㊗

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

14：30
5/ 21日5/ 21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
レ・シルフィード/
ライモンダ第3幕「結婚式の場」

吹田市民劇場
大阪フィルハーモニー交響楽団
七夕コンサート

15：00
5/ 28日5/ 28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
全席指定席★チケット発売中★チケット発売中

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

15：00
7/ 1土7/ 1土 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

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

3,500円　25歳以下の学生2,000円　全席指定席
★チケット発売　4/27木
★メイト会員先行発売　4/26水
★チケット発売　4/27木
★メイト会員先行発売　4/26水

P239-335P239-335P239-335ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L51832L51832L51832

 第1部：子どもから大人まで楽しめるポピュラー・ミュージック
ゲーム音楽「モンスターハンター」より「英雄の証」
映画「ミッション：インポッシブル」のテーマ
ディズニー映画「アナと雪の女王」メドレー
映画「風と共に去りぬ」より
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」メドレー

 第2部：迫力のオーケストラ・サウンドで幻想的につづる物語
リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」 op.35

S席6,000円　A席4,000円　B席2,000円　全席指定席
3歳以上有料・3歳未満入場不可

★チケット発売　4/5水
★メイト会員先行発売　4/4火
★チケット発売　4/5水
★メイト会員先行発売　4/4火

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

Ⓒ青柳聡Ⓒ青柳聡

P518-317P518-317P518-317 L51823L51823L51823ぴぴぴ ロロロ

メイシアター・メイト
会員募集中！

年会費（入会日より1年間）　1,500円

♣ メイシアター主催事業がお得に楽しめます
　＊チケットが1公演につき2枚、10％引き！
　＊電話予約や先行予約ができます！
　＊購入金額に応じてポイントがたまります！
♣ メイシアター・メイト事業に参加できます（映画会・コンサートなど）
♣ メイシアターいんふぉめーしょん（本紙）を毎月お届けします

入会申込書に年会費を添えてメイシアターへご持参または現金書留でご郵送ください。
詳細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。入会方法

特 

典

宮岡信夫

藤井貞泰

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

29 土 15:00 メイシアター公園ライブ
天国サウンド　さえずりな夜 公園 無料

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
グレイトジャズシリーズ 大 3,000円　当日3,500円 発売中

 
 L52209

27 土 14:00 桂米朝一門会 中 4,000円 発売中
 
 P517-731
 L54495

28 日 15:00 吹田市民劇場
レ・シルフィード/ライモンダ第3幕「結婚式の場」 大 S席6,000円　A席4,000円

B席2,000円
4/5（水）

メイト先行 4/4（火）
 P518-317
 L51823

7 1 土 15:00 吹田市民劇場
大阪フィルハーモニー交響楽団 七夕コンサート 大 3,500円　25歳以下の学生2,000円 4/27（木）

メイト先行 4/26（水）

 
 P239-335
 L51832

5 水 14:00 和太鼓松村組
夏の華〜夜空に咲く華 中 4,000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。 （対象外の公演もあります）
※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・公園＝いずみの園公園  （2023年3月10日現在）

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

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

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

スティールパン演奏の第一人者、吹田出身の山村誠一の魅力全開！
カリブ海のドラム缶楽器スティールパンとブラジリアンスタイルの
7弦ガットギターとの二重奏。中南米や昭和歌謡を中心に、笑顔になる
天国サウンドをお届けします。

出演：さえずりな夜
　　　　（スティールパン）山村誠一
　　　　（7弦ギター）山田やーそ裕

一般公募による40歳以上の大人ダンサー
ならではの華麗なるステージ。

振付・指導／高岸直樹
 （チャイコフスキー記念東京バレエ団特別団員）

指導・ライモンダ主演／
 国田美和（元牧阿佐美バレエ団）
ゲスト／ 水城卓哉（貞松・浜田バレエ団）　ほか

吹田市在住のヴァイオリニスト堀江恵太が中心となって結成した
若手弦楽器奏者によるアンサンブル。

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

関西が誇る実力派ジャズミュージシャン
が集結します。

出演：田村文利クインテット
　　　THE TWO SOUNDS SUPER QUARTET
　　　藤井貞泰ピアノトリオ
　　　宮岡信夫＆Makin’Jazz Orchestra

若き俊英のタクト×伝統の大フィルサウンド！
「また聴きたい」の声に応えてメイシアターに
再登場

指揮：松本宗利音
ソリスト：山根一仁（ヴァイオリン）
曲目：ヴァイオリン協奏曲（チャイコフスキー）

ほか

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

（3月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

3,000円　25歳以下の学生1,000円　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

吹田チャリティージャズコンサート
GREAT JAZZ SERIES IN SUITA VOL.12

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

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

3,000円　当日3,500円　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L52209L52209ＴＴＴ

Ⓒs.yamamotoⒸs.yamamoto

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

メイシアター公園ライブ
天国サウンド　さえずりな夜

15：00～16：15
4/ 29土㊗4/ 29土㊗

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

14：30
5/ 21日5/ 21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
レ・シルフィード/
ライモンダ第3幕「結婚式の場」

吹田市民劇場
大阪フィルハーモニー交響楽団
七夕コンサート

15：00
5/ 28日5/ 28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
全席指定席★チケット発売中★チケット発売中

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

15：00
7/ 1土7/ 1土 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

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

3,500円　25歳以下の学生2,000円　全席指定席
★チケット発売　4/27木
★メイト会員先行発売　4/26水
★チケット発売　4/27木
★メイト会員先行発売　4/26水

P239-335P239-335P239-335ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L51832L51832L51832

 第1部：子どもから大人まで楽しめるポピュラー・ミュージック
ゲーム音楽「モンスターハンター」より「英雄の証」
映画「ミッション：インポッシブル」のテーマ
ディズニー映画「アナと雪の女王」メドレー
映画「風と共に去りぬ」より
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」メドレー

 第2部：迫力のオーケストラ・サウンドで幻想的につづる物語
リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」 op.35

S席6,000円　A席4,000円　B席2,000円　全席指定席
3歳以上有料・3歳未満入場不可

★チケット発売　4/5水
★メイト会員先行発売　4/4火
★チケット発売　4/5水
★メイト会員先行発売　4/4火

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

Ⓒ青柳聡Ⓒ青柳聡

P518-317P518-317P518-317 L51823L51823L51823ぴぴぴ ロロロ

メイシアター・メイト
会員募集中！

年会費（入会日より1年間）　1,500円

♣ メイシアター主催事業がお得に楽しめます
　＊チケットが1公演につき2枚、10％引き！
　＊電話予約や先行予約ができます！
　＊購入金額に応じてポイントがたまります！
♣ メイシアター・メイト事業に参加できます（映画会・コンサートなど）
♣ メイシアターいんふぉめーしょん（本紙）を毎月お届けします

入会申込書に年会費を添えてメイシアターへご持参または現金書留でご郵送ください。
詳細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。入会方法

特 

典

宮岡信夫

藤井貞泰



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

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

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

スティールパン演奏の第一人者、吹田出身の山村誠一の魅力全開！
カリブ海のドラム缶楽器スティールパンとブラジリアンスタイルの
7弦ガットギターとの二重奏。中南米や昭和歌謡を中心に、笑顔になる
天国サウンドをお届けします。

出演：さえずりな夜
　　　　（スティールパン）山村誠一
　　　　（7弦ギター）山田やーそ裕

一般公募による40歳以上の大人ダンサー
ならではの華麗なるステージ。

振付・指導／高岸直樹
 （チャイコフスキー記念東京バレエ団特別団員）

指導・ライモンダ主演／
 国田美和（元牧阿佐美バレエ団）
ゲスト／ 水城卓哉（貞松・浜田バレエ団）　ほか

吹田市在住のヴァイオリニスト堀江恵太が中心となって結成した
若手弦楽器奏者によるアンサンブル。

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

関西が誇る実力派ジャズミュージシャン
が集結します。

出演：田村文利クインテット
　　　THE TWO SOUNDS SUPER QUARTET
　　　藤井貞泰ピアノトリオ
　　　宮岡信夫＆Makin’Jazz Orchestra

若き俊英のタクト×伝統の大フィルサウンド！
「また聴きたい」の声に応えてメイシアターに
再登場

指揮：松本宗利音
ソリスト：山根一仁（ヴァイオリン）
曲目：ヴァイオリン協奏曲（チャイコフスキー）

ほか

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

（3月1日現在）※メイト会員の割引はありません。

3,000円　25歳以下の学生1,000円　全席指定席
★チケット発売中★チケット発売中

吹田チャリティージャズコンサート
GREAT JAZZ SERIES IN SUITA VOL.12

詳細は
メイシアターへ
お問合せ
ください。

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

3,000円　当日3,500円　全席自由席
★チケット発売中★チケット発売中 ロロロ L52209L52209ＴＴＴ

Ⓒs.yamamotoⒸs.yamamoto

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

メイシアター公園ライブ
天国サウンド　さえずりな夜

15：00～16：15
4/ 29土㊗4/ 29土㊗

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

14：30
5/ 21日5/ 21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
レ・シルフィード/
ライモンダ第3幕「結婚式の場」

吹田市民劇場
大阪フィルハーモニー交響楽団
七夕コンサート

15：00
5/ 28日5/ 28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
全席指定席★チケット発売中★チケット発売中

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

15：00
7/ 1土7/ 1土 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

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

3,500円　25歳以下の学生2,000円　全席指定席
★チケット発売　4/27木
★メイト会員先行発売　4/26水
★チケット発売　4/27木
★メイト会員先行発売　4/26水

P239-335P239-335P239-335ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L51832L51832L51832

 第1部：子どもから大人まで楽しめるポピュラー・ミュージック
ゲーム音楽「モンスターハンター」より「英雄の証」
映画「ミッション：インポッシブル」のテーマ
ディズニー映画「アナと雪の女王」メドレー
映画「風と共に去りぬ」より
映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」メドレー

 第2部：迫力のオーケストラ・サウンドで幻想的につづる物語
リムスキー＝コルサコフ／交響組曲「シェエラザード」 op.35

S席6,000円　A席4,000円　B席2,000円　全席指定席
3歳以上有料・3歳未満入場不可

★チケット発売　4/5水
★メイト会員先行発売　4/4火
★チケット発売　4/5水
★メイト会員先行発売　4/4火

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

Ⓒ青柳聡Ⓒ青柳聡

P518-317P518-317P518-317 L51823L51823L51823ぴぴぴ ロロロ

メイシアター・メイト
会員募集中！

年会費（入会日より1年間）　1,500円

♣ メイシアター主催事業がお得に楽しめます
　＊チケットが1公演につき2枚、10％引き！
　＊電話予約や先行予約ができます！
　＊購入金額に応じてポイントがたまります！
♣ メイシアター・メイト事業に参加できます（映画会・コンサートなど）
♣ メイシアターいんふぉめーしょん（本紙）を毎月お届けします

入会申込書に年会費を添えてメイシアターへご持参または現金書留でご郵送ください。
詳細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。入会方法

特 

典

宮岡信夫

藤井貞泰

8土・9日 
10:00〜16:30

吹田市いけばな協会
いけばな展 無料 吹田市いけばな協会 090-1220-0414

13木 
12:00〜18:00

14金 
10:00〜18:00

15土 
10:00〜17:00

キルトメッセージVol.14 無料 アトリエMIMIKO 服部
090-8520-7599

開催日時 催し物 入 場 主　催 連絡先

4  月の展示室
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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　全席指定席

★チケット発売中★チケット発売中 P517-731P517-731P517-731ぴぴぴ ロロロＴＴＴ L54495L54495L54495

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4月4月
A p r i l

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土

2日

3月

4火

5水

6木

7金

8土

9日 バレエ＆ダンスフェスティバル in スイタ
2023 13:00 無料 吹田市洋舞協会 下田

080-5632-3171

10月

11火

12水

13木 琴城流大正琴つくし会発表会
大正琴コンサート「序・破・急」 リハーサル 琴城流大正琴つくし会 吉田

090-3274-6396

14金 吹田市長選挙に伴う公開討論会
「つなげ、ええまち吹田」 19:00 無料 （公社）吹田青年会議所 東川

6386-1475

15土 令和5年度 学校法人瓶井学園 入学式 — 関係者 （学）瓶井学園 ———

第13回 ドルチェムジカコンサート リハーサル

こやぎピアノ教室 ———16日 第13回 ドルチェムジカコンサート 10:00 関係者

17月
保守点検日

18火

19水

20木

21金 琴城流大正琴つくし会発表会
大正琴コンサート「序・破・急」 リハーサル

琴城流大正琴つくし会 吉田
090-3274-6396

22土 琴城流大正琴つくし会発表会 10:30
無料

大正琴コンサート「序・破・急」 13:30

23日

24月 連合吹摂地区 メーデーイヴフェスティバル 18:00 関係者 吹田市教職員組合 ———

25火 安全運転講習会 18:30 無料 吹田市 総務交通室
6155-3531

26水

27木 安全運転講習会 18:30 無料 吹田市 総務交通室
6155-3531

28金

29土 OTONA Ballet Competition 未定 当日券のみ マーティ（株） 吹田事業所 6684-9452

30日 みんなの発表会 未定 無料 マーティ（株） 吹田事業所 6684-9452

催し物 開 演
時 間 入場方法 主催 連絡先

1土 吹田市長杯（旗）争奪総合開会式 19:00 関係者 吹田市
吹田市体育協会

吹田市体育協会
6381-9011

2日

3月

4火 入学式 13：00 関係者 飛鳥未来高等学校
大阪キャンパス ———

5水 第5回 スーパークラシックアンサンブル リハーサル 吹田市文化振興事業団
堀江ファミリーコンサート

メイシアター
6386-6333

6木

7金

8土 平野節子バレエスクール 第32回 勉強会 17:30 要整理券 平野節子バレエスクール 6421-6394

9日 第5回 スーパークラシックアンサンブル 14:00
S席3,500円
A席2,500円
B席1,500円
学生1,000円

吹田市文化振興事業団
堀江ファミリーコンサート

メイシアター
6386-6333

10月

11火

12水

13木

14金

15土

16日

17月
保守点検日

18火

19水

20木

21金

22土

23日

24月

25火

26水

27木

28金 オペラ「蝶々夫人」 全三幕 18：00
SS席12,000円
S席5,000円

S席ペア9,000円
A席4,000円

オペラ大阪 090-8387-5123

29土 ハル アンジェ バレエ
Performance2023 17:00 無料 ハル アンジェ バレエ haruangeballet

@yahoo.co.jp

30日 アート引越センターPRESENTS
関西フィルハーモニー管弦楽団 新緑コンサート 15:00 3,000円

学生1,000円 吹田市文化振興事業団 メイシアター
6386-6333

催し物 開 演
時 間 入場方法 主催 連絡先

1土 日本作曲家協会 創立65周年記念
全国歌謡選手権大会 12:00 関係者 （公社）日本作曲家協会 事務局

03-5797-7115

2日 ピアノコンサート 13:00 関係者 salon de musique ———

3月 総会 9：30 関係者 大阪理容組合 吹田支部 ———

4火 記念式 19:00 無料 大阪市淡路会衆 ———

5水 吹田市仏教会 花まつり 14:00 無料 吹田市仏教会 ———

6木

7金

8土 エレクトーン・ピアノ教室 発表会 9：40 関係者 塩塚 照子 ———

スズキメソード杉山ヴァイオリン教室発表会 15：30 無料 スズキメソード杉山ヴァイオリン教室 6383-0635

9日 Āloha Kakou 13:30 無料 Ka Lei Milimili ———

10月

11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

12水

13木

14金

15土 ピアノ・エレクトーン発表会 10：30 関係者

e響音楽教室 ———

16日 ピアノ・エレクトーン発表会 10：00 関係者

17月
保守点検日

18火

19水

20木

21金

22土

23日

24月

25火

26水

27木 ほほえみ会 10:00 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

28金

29土

30日 ピアノコンサート 13：30 無料 下中音楽教室 ———

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メイシアターでは、吹田市の対応指針に基づき、基本的な感染対策を行っています。

（2023.3.10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。

4月 ◦メイシアターカレンダー◦


