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17 ライブイベント有 関西二期会 オペラ座の怪人 佐伯祐三展 ピカソと

(水） 18:30 ジュリオチェーザレ 13:30 10:00-17:00 その時代

赤口 19:00 10:00-17:00

18 ライブイベント有 日本センチュリー 仁義なき幕末 オペラ座の怪人 もうがまんできない 佐伯祐三展 ピカソと

（木） 18:30 交響楽団 19:00 13:30 13:00 10:00-17:00 その時代

先勝 19:00 10:00-17:00

19 大阪フィル 関西フィル 仁義なき幕末 オペラ座の怪人 象眠舎 もうがまんできない 佐伯祐三展 ピカソと

（金） 交響楽団 管弦楽団 14:00 13:30 18:00／21:00 13:00 10:00-17:00 その時代

友引 19:00 19:00 10:00-20:00

20 大阪フィル ブラスdeシネマ 真の歌声を 仁義なき幕末 オペラ座の怪人 浜田真理子 もうがまんできない 佐伯祐三展 ピカソと

(土） 交響楽団 15:00 皆さまに 13:00／18:00 13:00／17:30 小泉今日子 12:00／17:00 10:00-17:00 その時代

仏滅 15:00 15:00 16:30／19:30 10:00-20:00

21 ロイヤルフィル 大阪交響楽団 吉川隆弘 仁義なき幕末 オペラ座の怪人 もうがまんできない 佐伯祐三展 ピカソと

（日） 辻井伸行 13:30／17:00 ピアノリサイタル 12:00／17:00 13:00 13:00 10:00-17:00 その時代

大安 14:00 13:30 10:00-17:00

22 ジャニーズ 小曽根真

(月） 18:00 スーパートリオ

赤口 18:00／21:00

23 ジャニーズ 相愛ソロイスツ イベント有 もうがまんできない 佐伯祐三展

（火） 13:30／18:00 19:00 18:00／21:00 13:00 10:00-17:00

先勝
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17 ドラえもん ときめく リサイタル 五月新緑公演 大阪国際

(水） 未来デパート 夏KIMONO パッシオ 11:00／15:00 室内楽コンクール

赤口 10:00-20:00 10:00-20:00 18:15-20:30 10:00

18 日本脳神経外科 ドラえもん ときめく GENERATIONS 大阪国際 シス・カンパニー

（木） コングレス総会 未来デパート 夏KIMONO 18:30 室内楽コンクール 18:00

先勝 13:00－17:00 10:00-18:00 10:00-20:00 10:00

19 日本脳神経外科 ドラえもん ときめく GENERATIONS 五月新緑公演 大阪国際 シス・カンパニー

（金） コングレス総会 未来デパート 夏KIMONO 18:30 15:00 室内楽コンクール 13:00

友引 8:00－18:30 10:00-20:00 10:00-20:00 14:00／19:00

20 日本脳神経外科 ドラえもん ときめく Aimer ハロープロジェクト 五月新緑公演 加古隆 シス・カンパニー

(土） コングレス総会 未来デパート 夏KIMONO 18:00 15:00／18:30 11:00／15:00 15:00 13:00／18:00

仏滅 7:30－19:00 10:00-20:00 10:00-20:00

21 日本脳神経外科 ドラえもん ときめく Aimer OCHA 五月新緑公演 女声合唱団 シス・カンパニー

（日） コングレス総会 未来デパート 夏KIMONO 16:00 NORMA 11:00／15:00 エヴァコール 13:00

大安 7:30－17:25 10:00-20:00 10:00-20:00 15:00／18:30 14:00

22 ドラえもん ときめく 五月新緑公演 シス・カンパニー

(月） 未来デパート 夏KIMONO 11:00 13:00

赤口 10:00-20:00 10:00-18:00

23 ドラえもん 小田和正 五月新緑公演

（火） 未来デパート 18:30 11:00／15:00

先勝 10:00-20:00

福島区 天王寺区 阿倍野区 吹田市 堺市

5月
ABCホール 京セラドーム オリックス劇場
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新歌舞伎座 ハルカス美術館

パナソニック

スタジアム

堺市民

芸術文化ホール

17 神様お願い SEVENTEEN 複数展示会 前川清

(水） 14:00 18:00 同時開催 13:00

赤口 10:00－17:30

18 神様お願い SEVENTEEN DISH// 複数展示会 音楽のある

（木） 19:00 16:00 18:30 同時開催 ひととき

先勝 10:00－17:30 14:00

19 神様お願い オリックス DISH// 複数展示会 ブルーロック展 世良公則

（金） 14:00 日本ハム 18:30 同時開催 10:00－19:00 18:00

友引 18:00 10:00－17:00

20 神様お願い オリックス ブルーロック展 ガンバ大阪

(土） 12:00／17:00 日本ハム 10:00－19:00 横浜マリノス

仏滅 14:00 19:00

21 神様お願い オリックス 関西コミティア ブルーロック展 由紀さおり オペレッタ

（日） 12:00 日本ハム 11:00－15:00 10:00－19:00 15:00 ガラコンサート

大安 13:00 15:00

22 北島兄弟

(月） イベント中止 15:00

赤口
23

（火） イベント中止

先勝

★　各施設・主催者発表の情報を掲載しています。より詳しい情報については、各施設・主催者に直接ご確認ください。

★　本紙の編集・発行後の日程変更や開催中止、非公表イベント開催などの場合もあります。あらかじめご了承ください。

西区

4月22日（土）
～6月18日（日）
幕末土佐の
天才絵師
「絵金」

10:00-20:00
月土日祝
10:00-18:00

https://www.daishin-pc.com/                  https://twitter.com/daishin_sensha

　　　          完全手洗い・床マット洗浄・タイヤワックス・車内掃除機・etc

<無断複製・転用を禁ず>

           カーメンテナンス コロナに負けず頑張りましょう！
　　　　ダイシンのツイッター、やってます　→

5月27日（土）
関西

エクストリーム
ウォーク
11:00

タクシー洗車のダイシン

2023年５月６日現在

文明開化の
やきもの
9:30-17:00
※火曜日休館

Osaka 　　　☆大阪の週間イベント情報☆
北区

北区 中央区

6月15日（木）
アイジーフェア
10:00－17:00

5月28日（日）
～6月4日（日）
マチルダ


