
公益財団法人 河内長野市勤労者福祉サービスセンター 
 

令 和 ４ 年 １２ 月 １ 日 第 ４５８ 号 
 

                                                          
 

大阪松竹座開場１００周年記念 

ＯＳＫ日本歌劇団 レビュー春のおどり 
  

 

 

 
 

公演日時  ① ２月４日（土） １１：００ 

② ２月８日（水） １１：００ 

③ ２月１０日（金）   １５：００ 

④ ２月１１日（土祝） １５：００ 

会   場  大阪松竹座 （なんば駅 〔１５番 B出口〕 より徒歩１分） 

斡旋料金  全席指定 １等席 ６,０００円 （一般料金 ９,５００円） 

斡旋人数   各１０名 （会員一人につき、４名までとさせていただきます。） 

申込期間  １２月１６日（金）１２：００まで受付します。 ただし、斡旋人数になり次第締め切ります。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

ミスタードーナツ商品券 特別斡旋！ 
 

斡旋料金  ４００円 （一般料金 ５００円） 
 

斡旋枚数   １００枚 (会員一人につき、４枚 までとさせていただきます。) 
 

申込方法   事務局までご連絡ください。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

 

全国共通お食事券 ジェフグルメカード 

  

     

 

 
 

 

 

斡旋料金  １セット ２,５００円 （５００円券×６枚） 
斡旋枚数  １００セット (会員一人につき、２セットまでとさせていただきます。) 

申込方法  事務局までご連絡ください。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

 

ラーク 
ニュース 

 

ラ－ク（ＬＡＲＫ） 楽しみのある会 

楽を片仮名にして親しく呼んでもらえる互助会の愛称です。 

 

公益財団法人 

河内長野市勤労者福祉サービスセンター 

事務局  

〒５８６－００２５      

  河内長野市昭栄町７番３号 
 

TEL  ０７２１ － ５３ － ９９００ 

FAX  ０７２１ － ５２ － ２６０６ 

 

  

 

 

ケンタッキーフライドチキンやモスバーガー、𠮷野家、サーティワン

アイスクリームなど、１,０００ブランド以上の加盟飲食店で使える 

有効期限のないお食事券です。店内飲食だけでなく 

テイクアウトでも使えるので 「おうち時間」 を充実させ 

「イエナカ外食」 も楽しめます！ 

使えるお店を検索できます➡  

忘・新年会 

年末年始 

クリスマス 

シーズン到来！！ 

昨年１００周年を迎えたＯＳＫ日本歌劇団による 『レビュー春のおどり』。 

いつの時代も不屈の精神で咲き誇り、輝きを増していくＯＳＫ日本歌劇団。 

春を彩るレビューに、ぜひご期待ください！ 



ピカソとその時代 
ベルリン国立ベルクグリューン美術館展 
－ピカソ、クレー、マティス、ジャコメッティ 

まだ見たことのないピカソ、３５点が日本初公開！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
開催期間  ２０２３年２月４日（土） ～ ５月２１日（日） 

会   場  国立国際美術館 （大阪・中之島） 
開館時間  １０：００ ～ １７：００ （金曜・土曜は ２０：００ まで）  

（入場は閉館の３０分前まで） 

斡旋料金  一 般  １,４００円 （当日料金 ２,１００円） 

大学生   ８００円 （当日料金 １,３００円） 

高校生    ５００円 （当日料金  ９００円） 
斡旋枚数  ４０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込期間  ２月３日（金）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□月曜休館（5/1は開館） 

□障がい者手帳等をお持ちの方とその付添者１名は無料（要証明）。 

□本料金で同時開催のコレクション展もご覧いただけます。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

湯快リゾート ＶＩＰ ＴＩＣＫＥＴ 
 

 

 

 

 

 

 
 

有効期限  ２０２３年３月３１日（金）まで 
利用方法  湯快リゾート予約センター、または公式サイトから予約いただき、 

チェックイン時に本券をお渡しください。また、当サービスセンターの会員証をご提示ください。 

【湯快リゾート予約センター ０５７０‐５５０-０７８】  *下記２館のみ個別電話番号となります。 

【斉木別館 ０５７０-５５０-３９１】 【矢田屋松濤園 ０５７０-５５０-３９２】 
 

申込方法  ご希望の方は、事務局までご連絡ください。 
 

 

* VIP TICKETのご利用除外日であっても、全福センターの優待を受けられる場合があります。 詳しくは、 

全福センターのホームページからご確認ください。全福センターホームページ https://www.zenpuku.or.jp/ 

（「レジャー・トラベル」のカテゴリーの「宿泊施設」から「湯快リゾート」を選択してご確認ください。） 
 

 

 
湯村温泉 三好屋 森林露天風呂 

ドイツ生まれの美術商 ハインツ・ベルクグリューン（1914～2007）は、 

晩年まで作品の購入と売却を続けながらコレクションに際立った特色を持たせることに努め、 

最終的には、最も敬愛した同時代の４人の芸術家たち、 

ピカソ、ルソー、マティス、ジャコメッティの作品に重点を置きました。 

ベルクグリューンの類い稀なる審美眼と情熱によって厳選された粒よりのコレクションは、 

創造性と生命力に溢れた２０世紀の巨匠たちの芸術を集約しています。 

現在はベルリン国立美術館群の一翼を担うベルクグリューン美術館。 

開館以来、主要作品がまとめて国外に貸し出されるのは今回が最初で、 

来日する作品９７点のうち、７６点が日本初公開です。 

ＶＩＰ ＴＩＣＫＥＴ １枚持参で、 

グループ内（中学生以上）１名様当り１,０００円引きのチケットです。 

*土曜日、12/28～1/3、1/8（日）は除外日ですのでご注意ください。 

*斉木別館・矢田屋松濤園は３,０００円引きとなり、除外日はありません。 

https://www.zenpuku.or.jp/


ワクワクが止まらない！ 関西サイクルで始めるお正月！！ 

関西サイクルスポーツセンター入場招待券 
 

ご希望の方は、事務局までご連絡ください。（会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

１月２日（月） 

【変わり種自転車広場無料開放！】 ＊入れ替え制となります。 

【日本伝統芸能猿まわし】 １１：００～、１４：００～ 

１月３日（火） 

【子ども餅つき体験＆ふるまい餅】 ＊つきたてのお餅をふるまいます！ 

【よしもとお笑いライブ！】 ＊人気の若手芸人３組が来園！ 

【新春餅まき大会】 ＊餅まき大会に参加してお餅も景品もゲットしよう！ 

１月４日（水） ～ ７日（土） 【新春ガラガラ抽選会】 *豪華景品をご用意！ 

１月８日（日）・９日（月祝） 【ステージショー開催！】 １１：００～、１４：００～  
＊こどもたちに大人気のキャラクターがやってくる！ 

 

□子ども餅つき体験＆ふるまい餅は、予定数に達し次第終了となります。 

□予告なく変更・中止になる場合がございます。詳しくは、関西サイクルスポーツセンターの 

ホームページをご確認ください。 http://www.kcsc.or.jp/ 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

ひらかたパーク 
フリーパス引換券付入園券 

 

有効期間   ２０２３年３月３１日（金）まで 

斡旋枚数   ４０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込方法   事務局までご連絡ください。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

 

□フリーパスは 「アトラクション乗り放題」 です。（ご利用当日ご本人様のみ有効） 

□イベントホール入館、ウインターカーニバル入場には、別途料金が必要です。 
 

ウインターカーニバル入場券付入園券 
 

有効期間   １２月１７日（土） ～ ２月２８日（火） 

斡旋枚数   ４０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込方法   事務局までご連絡ください。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

 

 □ ウインターカーニバルでは、アイススケートとスノーランドでお楽しみいただけます。 

なお、スケート貸靴のご利用は、別途料金が必要です。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 斡 旋 料 金 一 般 料 金 

券 

種 

おとな (中学生以上)     ３,３００円 

小学生             ２,８００円 

キッズ （２歳～未就学児） ２,０００円 

おとな  ４,６００円 

小学生 ３,９００円 

キッズ  ２,７００円 

 

 斡 旋 料 金 一 般 料 金 

券 

種 

おとな （中学生以上）    １,４００円 

こども （２歳～小学生）   ９００円 

おとな  ２,２００円 

こども  １,５００円 

 

年末年始の事務局業務について 
 
 

年末年始は ２０２２年１２月２９日（木） から ２０２３年１月３日（火） まで休業いたします。 

年始は 1月４日（水） からとなります。 

各種チケット・申請書等が必要な方は、お早めにご連絡ください。 
 

【業務時間】 ９：００～１７：１５   【休業日】 土曜・日曜・祝祭日 

http://www.kcsc.or.jp/


『ＴＨＥ
ザ

 ＢＥＳＴ
ベ ス ト

 ＣＯＮＣＥＲＴＯＳ
コ ン チ ェ ル ト

 ２０２３』 

～新進気鋭の同世代ソリストによる協奏曲の夕べ～ 
〈出演〉 

指揮/大井剛史     管弦楽/大阪交響楽団     ヴァイオリン/服部百音 

ピアノ/北村明日人（2022 ピティナ特級グランプリ）、荒石果穂（羽曳野市出身） 
 

〈演奏予定曲〉 

ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調                    （ピアノ：荒石果穂） 

モーツァルト：ピアノ協奏曲 第 20番 ニ短調 K.466 （ピアノ：北村明日人） 

ブラームス：ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.77      （ヴァイオリン：服部百音） 
*曲目は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

公演日時  ２０２３年１月２２日（日） 開演 １５：００  （開場 １４：１５） 

会   場  すばるホール ２Ｆホール 

斡旋料金  全席指定 一 般     ２,０００円 （当日料金 ３,５００円） 

全席指定 高校生以下  １,０００円 （当日料金 ２,０００円） 

斡旋枚数  ２０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込期間  １２月２２日（木）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。□未就学児の入場はご遠慮ください。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

Ｏｓａｋａ Ｓｈｉｏｎ Ｗｉｎｄ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ 
第１４６回定期演奏会 

 

【指揮】ダグラス・ボストック  【合唱】相愛大学声楽アンサンブル  【プログラム】G.ホルスト：組曲「惑星」 ほか 
 

公演日時  ２０２３年１月２８日（土）  開演 １４：００  （開場 １３：００） 

会   場  ザ・シンフォニーホール 

斡旋料金  S 席  ４,０００円 （一般料金 ５,０００円） 

A 席  ３,０００円 （一般料金 ４,０００円） 

斡旋枚数  ２０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 

申込期間  １２月２２日（木）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。 

□やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。 
 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

事務局からのご案内 
 

河内長野市勤労者福祉サービスセンターの LINE 公式アカウントを開設しました！ 

アカウント名は 「ラーク」 です。 
 

最新のニュース等を配信しますので、 

スマートフォンをお持ちの方は、 

こちらの QR コードからご登録ください。 ➡ 

～お待ちしております～ 
  


