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令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 第 ４５９ 号 
 

                                                          
 

                                                            
 

明けまして、おめでとうございます。会員ならびにご家族の皆様には、お健やかに

新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。 

また、日頃より、当サービスセンターの運営に、多大なるご理解、ご協力を賜って

おりますことに、厚くお礼申し上げます。 

少しずつではありますが、人々の交流も戻りつつある中、本年も、会員の皆様が明

るく元気に過ごすことができますよう、また、毎日楽しく働くことができますよう、

魅力ある福利厚生事業の充実に努めて参りますので、今後とも、ご支援ご協力の程、

よろしくお願い申し上げます。 

この一年の皆様の事業のご隆盛とご健勝並びにご多幸を心よりお祈り申し上げます。 
 

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

細川千尋ジャズ・トリオ 

Broadway Jazz Grooves 
 

【 出 演 】 細川千尋（ピアノ）、 井上陽介（ベース）、 セバスティアン・カプテイン（ドラム） 
【プログラム】 シーズンズ・オブ・ラヴ ～「レント」より    ワン ～「コーラス・ライン」より 

 アナザー・デイ・オブ・サン ～「ラ・ラ・ランド」より       ミリオン・ドリームズ ～「グレイテスト・ショーマン」より 

 ミュージック・オブ・ザ・ナイト ～「オペラ座の怪人」より  サン・アンド・ムーン ～「ミス・サイゴン」より 

 悲しみのクラウン ～「リトル・ナイト・ミュージック」より    夢やぶれて ～「レ・ミゼラブル」より 

 メモリー ～「キャッツ」より     チム・チム・チェリー ～「メリー・ポピンズ」より 他 
 

公演日時  ２月２５日（土）  開演 １４：００  （開場 １３：３０） 

会   場  あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール 

斡旋料金  全席指定  ４,０００円 （一般料金 ５,５００円） 

斡旋枚数  ８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  １月２５日（水）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。 □曲目は公式サイトをご確認ください。 

□都合により曲目・曲順などを変更させていただく場合がございます。 

 

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。 
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謹んで 
 

新春のお慶びを申し上げます 
 

公益財団法人 

河内長野市勤労者福祉サービスセンター 

理 事 長  桝 井  繁 春  

 
©︎Kentaro Miyazaki 



ひらかたパーク 
フリーパス引換券付入園券 

 

有効期間   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   ２月２８日（火）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。 
 

 

 □ 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。 
 

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

お忘れではございませんか？ 
令和４年の慶弔給付金対象の方 

 

令和４年中の給付金を請求できる資格のある会員は下記のとおりです。 

なお、給付金を受ける権利は事由発生から１年で消滅しますので、速やかに手続きをお願いします。 

請求書については、事務局までご連絡いただくか、ホームページからダウンロードしてください。 
 

結婚祝金  子の出生祝金  傷病休業見舞金（休業１４日以上６０日未満） 

重度障害見舞金  後遺障害見舞金  死亡弔慰金  勤続祝金 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 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 

給 付 種 類 対 象 に な る 会 員 

小学校入学祝金 平成２７年４月２日 ～ 平成２８年４月１日生まれの子をお持ちの会員 

中学校入学祝金 平成２１年４月２日 ～ 平成２２年４月１日生まれの子をお持ちの会員 

結婚記念祝金（２５年） 平成  ９年１月 ～ 平成  ９年１２月に結婚された会員 

結婚記念祝金（３５年） 昭和６２年１月 ～ 昭和６２年１２月に結婚された会員 

結婚記念祝金（５０年） 昭和４７年１月 ～ 昭和４７年１２月に結婚された会員 

その他の給付種類 

 

事務局からのお知らせ 

◇ ２０２２年１２月にＴＯＨＯパスポートチケット料金が改定されたため、当サービスセンターでの 
斡旋料金を １枚１,４００円 に変更させていただきます。予めご了承ください。 

◇ 河内長野市勤労者福祉サービスセンターLINE 公式アカウント 「ラーク」 を始めました！ 

  

 

 

 

 こちらの QR コードからご登録ください ➡ 



ユーキャン通信講座 

新春！学び応援キャンペーン 

 
 

 

キャンペーン期間   ２月１５日（水）１７時までの申込分 

キャンペーン内容   以下の対象講座を通常より ５,０００円割引。さらに１５％支援価格にて受講できます。 

● お申し込みはインターネットで ● 

申込手順 ① 全福センターのホームページ （ https://www.zenpuku.or.jp/ ） にアクセスします。 

       ② カテゴリ 「カルチャー」 の中から 「通信・通学講座」 を選択します。 

       ③ 「ユーキャン」 をクリック後、「ログイン」 をクリックし、ＩＤ・パスワードを入力後、ログインします。 

          （ＩＤ・パスワードは、当サービスセンターにお問い合わせください。） 

       ④ ユーキャンのページ下のリンク先「お申込みはこちらから」をクリックしてお申し込みください。 

＊ユーキャンへの直接申込は支援対象外となりますのでご注意ください。 

＊教育訓練給付制度対象の講座を修了されますと、所定の手続きをとっていただくことで、受講生の実質負担額の 

２０％が支給される制度もあります。 
 

 講座名 
キャンペーン 

割引価格（税込）  講座名 
キャンペーン 

割引価格（税込） 

キャンペーン 

期間中の 

会員価格 

１ カラーコーディネート ４６,７４０ 13 食生活アドバイザー ３４,０００ 

左記 

「割引 

価格」 

より 

さらに 

１５％ 

支援 

価格 

にて 

利用 

でき 

ます。 

２ リンパケア ３０,０００ 14 ケアマネージャー ４４,８００ 

３ 心理カウンセリング ３０,０００ 15 認知症介助士 ２４,０００ 

４ 子ども発達障がい支援アドバイザー ２７,０００ 16 簿記３級 ３４,０００ 

５ 子育て心理アドバイザー ２７,０００ 17 社会保険労務士 ７４,０００ 

６ 保育士 ５４,０００ 18 宅地建物取引士 ５８,０００ 

７ 医療事務 ４４,０００ 19 インテリアコーディネーター ５４,０００ 

８ 歯科助手 ２７,０００ 20 行政書士 ５８,０００ 

９ ファイナンシャルプランナー ５９,０００ 21 実用ボールペン字 ２６,６８０ 

10 介護事務 ３４,０００ 
22 

MOS（365＆2019）一貫コース ４４,０００ 

11 調剤薬局事務 ３４,０００ MOS（2016）一貫コース ４４,０００ 

12 整理収納アドバイザー ４４,０００ 23 ITパスポート ２１,０００ 

 

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

小林美術館 
－冬季特別展－ 美の玉手箱 

         西洋との出会い、巨匠たちの挑戦 
 

開催期間   ３月１２日（日）まで 

開館時間   １０：００ ～ １７：００ （入館受付は １６：３０ まで） 

斡旋料金   一  般   ５００円 (通常料金 １,０００円) 

高大生   ３５０円 (通常料金   ６００円) 

小中生   １５０円 (通常料金   ３００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。） 

申込方法   事務局までご連絡ください。 

□休館日：月曜日（但し祝日の場合は開館し、翌平日休館) 

       年末年始１２月２８日（水）～１月４日（水） 
 

 

 

仕事に役立つ定番の資格講座から日々を充実させる趣味の講座まで 

２３講座の受講料が通常より安くご利用いただけます！ お得に始めるチャンスです！ 

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


QUO カード 特別斡旋！ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

斡旋料金  ２,６００円 （一般料金 ３,０００円） 

斡旋枚数  １００枚 （会員一人につき ２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。 
 

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

 天童よしみコンサート２０２３ 

Ｇｏ Ｈｏｍｅ 

～あなたの大切な街へ あなたに届けたい～ 
 

   〈ゲスト〉 おおい大輔 
 

公演日時  ２月４日（土） 
①１３：００  ②１７：００  （開場は各３０分前） 

会   場  すばるホール ２Ｆホール 

斡旋料金  全席指定  ５,０００円 （当日料金 ６,８００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  １月１９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。 
 

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

三月花形歌舞伎 
 

【出演者】 中村壱太郎、尾上右近、中村鷹之資、片岡千之助、中村莟玉 ほか 
 

 

 

 

 

 
公演日時  ① ３月 ７日（火） １１：００ 

② ３月１０日（金） １５：３０ 

③ ３月１１日（土） １１：００ 
 

会   場  京都南座 
（京阪電鉄 祇園四条駅 [６番出口] よりすぐ） 

（阪急電鉄 京都河原町駅 [１番出口] より徒歩約３分） 
 
 

斡旋料金  全席指定 １等席 ５,５００円 （一般料金 １１,０００円） 

斡旋人数   各６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  １月２０日（金）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。 

 

 

    

  

次代の花形俳優が、桜咲く南座で豪華共演！ 

少し足を延ばして京都まで 

暖かな春を感じに行きませんか？ 

コンビニエンスストア、書店、ドラッグストア、 

ファミリーレストランなどで利用できる 

全国共通のギフトカード（商品券）です。 

利用できるお店は全国約６０,０００点！ 

詳しくはホームページで。 

https://www.quocard.com/member/  

https://www.quocard.com/member/

