
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 ５ 年 ２ 月 １ 日 第 ４６０ 号 
 

                                                          
 

大阪松竹座開場１００周年記念 

垣根の魔女 
主演・久本雅美、 演出・錦織一清による大阪人情コメディ！ 

【出演者】 久本雅美、室龍太、渋谷天笑、大和悠河、月丘七央、時津真人、洋あおい、ラサール石井、笠原章 

  

 

 

 
 

 

 

公演日時  ① ４月２１日（金） １１：００ 

② ４月２３日（日） １１：００ 

③ ４月２９日（土） １５：３０ 
 

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 １２,０００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  ２月１６日（木）まで受付します。 斡旋人数になり次第締め切ります。 
 

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

特別展 知の大冒険 
-東洋文庫 名品の煌めき- 

 
 

東洋文庫（東京都文京区）は、東洋学分野でのアジア最大級の研究図書館です。 

本展では、東洋文庫が有する国宝、重要文化財など約１２０件を展示します。 

教科書で見たことがある有名な書物や地図、絵画のほか、あまり知られていない文字や言語、服装、 

動植物など、まだ見ぬ新たな「知」との出会いが待つ東洋世界への冒険をぜひご堪能ください。 
 

開催期間   ２月２１日（火） ～ ４月９日（日） 

会   場   京都文化博物館 （中京区三条高倉） 

開館時間   １０：００ ～ １８：００ （金曜日は１９：３０まで） （入場は閉室の３０分前まで） 
 

斡旋料金   一 般   ９００円 （当日料金 １,４００円） 

大高生   ５００円 （当日料金   ９００円） 
中小生   ２５０円 （当日料金   ５００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１７日（金）まで受付します。 
 

□月曜休館   □未就学児無料（ただし要保護者同伴） 

             □障がい者手帳等をご提示の方と付き添い１名は無料（要証明） 

 

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 

 

 

久本雅美 コメント  「大阪松竹座開場１００周年記念というタイミングで 

プロデューサーから提案されたのが 『垣根の魔女』 のミドリ婆さん。 

まだまだ“婆さん”のつもりはありませんが、お洒落口うるさくて世話好き、 

ということなので、おせっかいなミドリ婆さんに精一杯なり切ってみようと 

思います。大阪松竹座でお会いしましょう。」 



恐竜図鑑－失われた世界の想像/創造 
図鑑で見た絵が続々来日！ 

開催期間   ３月４日（土） ～ ５月１４日（日） 

会   場   兵庫県立美術館 
開館時間   １０：００ ～ １８：００ （入場は閉館の３０分前まで） 
 

斡旋料金   一 般   １,４００円 （当日料金 ２,０００円） 

大学生   １,０００円 （当日料金 １,５００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２８日（火）まで受付します。 
 

□月曜休館  □高校生以下無料  □障がい者手帳をお持ちの方１名につき介助者１名は無料（要証明） 
 

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

特別展 毒 
 

 
 
 

開催期間   ３月１８日（土） ～ ５月２８日（日） 

会   場   大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール 
（花と緑と自然の情報センター ２階） 

開館時間   ９：３０ ～ １７：００ （入場は閉館の３０分前まで） 
 

斡旋料金   一 般  １,２００円 （当日料金 １,８００円） 

大高生  １,０００円 （当日料金 １,５００円） 

中小生    ３５０円 （当日料金   7００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   ３月１５日（水）まで受付します。 
 

□月曜休館（ただし、3/27、4/3、5/1は除く）  □大高生は要学生証 

□障がい者手帳等をお持ちの方と介護者１名は無料（要証明） 
 

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

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。 

 

 

 

 

 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 

この世界は「毒」だらけ。もちろん我々の近くにも・・・。 「毒」の世界へようこそ！ 



 

常時斡旋チケット・補助券・優待券一覧表 
 

現在常時取扱のチケット・補助券・優待券です。 

在庫がない場合もありますので、事前にご連絡ください。 

（各チケットは、会員一人につき 月各４枚 までとさせていただきます。） 

（斡旋価格は 2023年２月末までの金額です。） 
 

 

  施   設   名 斡旋価格 通常価格 

映 画 券 Ｔ０Ｈ０シネマズ 全国共通映画鑑賞券 １,４００円 １,９００円 

入 浴 券 天然温泉 風の湯 ５５０円 ７５０・８００円 

買 物 券 

ＱＵＯカード ２,８００円 ３,０００円 

マックカード ４５０円 ５００円 

ミスタードーナツ商品券 ４５０円 ５００円 

利 用 券 

フィットネスクラブ コ・ス・パ 施設利用券 ９００円 月７,７００円～ 

小林美術館 （大人） ６５０円 １,０００円 

小林美術館 （高校生・大学生） ４００円 ６００円 

小林美術館 （小学生・中学生） ２００円 ３００円 

レジャー 

施設 

 

チケット 

関西サイクルスポーツセンター フリーパス （大人） ２,３００円 ３,０００円 

関西サイクルスポーツセンター フリーパス （こどもＡ）  ２,０００円 ２,７００円 

関西サイクルスポーツセンター フリーパス （こどもＢ） １,２００円 １,９００円 

関西サイクルスポーツセンター フリーパス （６０歳以上） １,８００円 ２,２００円 

サバーファーム (大人 高校生以上） ５００円 ７１０円 

サバーファーム (小人 ４歳～中学生） ２５０円 ３００円 

レジャー 

施設 

 

補助券 

優待券 

ナガシマスパーランド パスポート (大人 中学生以上） ４,３００円 ５,５００円 

ナガシマスパーランド パスポート (小学生） ３,２００円 ４,２００円 

ナガシマスパーランド パスポート (幼児 ２歳以上） １,８００円 ２,５００円 

東映太秦映画村 （大人） ２,２００円 ２,４００円 

東映太秦映画村 （中高生） １,３００円 １,４００円 

東映太秦映画村 （こども ３歳以上） １,１００円 １,２００円 

神戸市立平磯海づり公園 基本釣り料金 （４時間まで） 

大人 （１６歳以上） 
９００円 １,０００円 

神戸市立平磯海づり公園 基本釣り料金 （４時間まで） 

小人 （６歳～１５歳） 
５００円 ６００円 

レオマワールド （大人 中学生以上 ワイド入園券）ほか １,２００円ほか ２,２００円ほか 

レオマワールド （小人３歳～小学生 ワイド入園券）ほか ９００円ほか １,７００円ほか 

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券 ５００円の補助券です 

 



小学館の通信教育 名探偵コナンゼミ 

 

 
 

 

 
 

利用対象   会員および２親等以内の家族 

会員特典   通信教育教材配送コースの１０％割引 （ナゾトキコースは対象外です。） 
 

● お申し込みはインターネットで ● 

申込手順 ① 名探偵コナンゼミ公式サイト にアクセスする。https://conan-zemi.shopro.co.jp/  

「入会お申し込み」 ⇒ 「入会フォームはこちら」 ⇒ 「所属団体のクーポンコードをお持ちの方」 

をクリックする。 

       ② クーポンコード欄に 「66548」、 所属団体名欄に 「全福センター」、 所属団体会員名欄に 

「会員名」、 所属団体会員番号欄に 「サービスセンター会員番号」 を入力する。 

       ③ 通信教育教材配送コース入会登録完了で、通常会費より 10％引きが適用されます。 

       ④ 決済は入会フォームご登録のクレジットカードより決済されます。 

*ごきょうだいでご入会の場合は、お一人ずつ①～③の手続きをお願いいたします。 

*入会後、サービスセンターを退会した場合には特典は無くなり通常会費となります。 

*ご不明な点がございましたら、名探偵コナンゼミお問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

https://conan-zemi.com/contact/form/ 
 

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

日本製マスク特別斡旋！ 
 

 

 

斡旋商品   ① サージカルマスク スマートタイプ  （普通サイズ） 大王製紙社製 

② ハイパーブロック ムレ爽快マスク （普通サイズ） 大王製紙社製 

          〈②の特長〉 口元ワイヤーによる空間構造で、息がこもりにくくムレにくい商品です。 

  ①②ともに １０枚単位でビニール袋に入っています。 
 

斡旋料金   ① １箱 ５０枚入（１０枚×５袋）   ８００円 

② １箱 ３０枚入（１０枚×３袋）   ８００円 

斡旋個数  各５０箱 （会員一人につき、各４箱までとさせていただきます。） 

申込期間   ２月１６日（木）まで受付します。 斡旋個数になり次第締め切ります。 
 

 

 

 

 
 

①サージカルマスク スマートタイプ  
②ハイパーブロック ムレ爽快マスク 

継続率 96％（※）！コナン君達が楽しく学習をナビゲート！ 

「考える力」 を育てる小学生のための通信教育です。 
 

基礎学力はもちろん、点数では測れない力が身につくオリジナルカリキュラム

が特長です。これから必要になる 「思考力」 を楽しく伸ばしていきます。 
※2022年 5月から 10月末までの通信教育（教材配送）受講継続率 

日本製マスクのお渡しは、３月上旬の予定です。 

https://conan-zemi.shopro.co.jp/
https://conan-zemi.com/contact/form/

