
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 ３ 月 １ 日 第 ４６１ 号 
 

                                                          

 

大阪松竹座開場１００周年記念 

松竹新喜劇 五月新緑公演 
 

  【出演】 渋谷天外、藤山扇治郎 ほか 
 

大いに笑うて、ちょっぴりほろり。 

元祖上方喜劇の楽しい笑いをご家族そろって、ご観劇ください。 
 

斡旋日時  ① ５月１４日（日） １５：００ 

② ５月１７日（水） １１：００ 

③ ５月２０日（土） １５：００ 
 

会   場  大阪松竹座 （なんば駅〔1４番出口〕 〔１５番 B出口〕より徒歩 1分） 

斡旋料金  全席指定 ３等席 ２,０００円 （一般料金 ３,３００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  ３月２０日（月）まで受付します。 （斡旋人数になり次第締め切ります。） 
 

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

開館１周年記念特別展 

佐伯祐三 －自画像としての風景 

 

 

 

 

 

 
 

 

開催期間   ４月１５日（土） ～ ６月２５日（日） 

会   場   大阪中之島美術館 ５階展示室 
 （大阪市北区中之島４-３-１） 

開館時間   １０：００ ～ １７：００ （入場は１６：３０まで） 

斡旋料金   一 般   １,２００円 （当日料金 １,８００円） 

高大生   １,０００円 （当日料金 １,５００円） 

小中生     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   ４月１３日（木）まで受付します。 

□月曜休館（5/1は開館）   □障がい者手帳等をお持ちの方 

と介護者１名は当日料金の半額（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 

 

    

およそ１００年前、「大阪」、「東京」、「パリ」の３つの街に生き、短くも鮮烈な生涯を終えた画家、 

佐伯祐三（1898-1928）。本展では、佐伯が描いた「大阪」「東京」「パリ」の３つの街に注目し、 

画家が自らの表現を獲得する過程に迫ります。 

展覧会には、日本最大級の質と量を誇る大阪中之島美術館の佐伯祐三コレクションを中心に、 

画家の代表作が一堂に集結。展覧会初出品となる作品も出展されます。 

１５年ぶりの大回顧展となる本展は、佐伯芸術の魅力を再発見する機会となることでしょう。 



 

◇ 施設利用 新規割引契約 ◇      ＲＥＤＥＥ 

 
 

 

 

 

 

営業時間  １１：００ ～ ２０：００ （最終入館は１９：００） 
（イベント開催時は営業時間を変更する場合がございます。） 

 

場   所  大阪府吹田市千里万博公園２-１ ＥＸＰＯＣＩＴＹ内 
（大阪モノレール「万博記念公園」駅から徒歩２分） 

電話番号  ０６-６１５５-７２９９ 
 

会員特典  会員証のご提示で入館料の１０％割引 （会員＋同伴者３名まで） 
 
 

券種 会員料金 一般料金 

大人（高校生以上） １,８００円 ２,０００円 

小学生・中学生 １,３５０円 １,５００円 

未就学児 
１８歳以上の大人の同伴が必要 

無料 無料 

 

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

就学祝金申請のご案内 
令和５年４月に小学校・中学校へ入学される子どもさんがいらっしゃる会員の方は、 

 

就学祝金（壱万円）の申請をしていただけます。 
 

申請の際は、添付書類として、就学（入学）通知書のコピーか住民票のコピーをつけてください。 
 
 

添付書類には、会員名と子どもさんの名の両方が必要です。 
 

就学（入学）通知書の保護者名が会員名でない場合は、 
 

住民票（発行日のページまで全て）（コピー可）など、同一世帯とわかる証明書を添付してください。 
 

ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年に入学される子どもさんの生年月日 
 

 

小学校入学  平成２８年４月２日 ～ 平成２９年４月１日 

中学校入学  平成２２年４月２日 ～ 平成２３年４月１日 

大阪吹田にある日本最大級のデジタル学習・ｅスポーツ体験施設 「REDEE」。 

没入感ＭＡＸでバーチャル世界を味わえる 「ＶＲ・メタバース」や 

プログラミングで自分だけのワールドを制作できる 「マイクラプログラミング」など、 

３０種類以上のデジタルコンテンツを１日で体験できる新感覚エンタメ施設登場！ 

事務局からのお願い 

令和５年３月より、各申請書・請求書に記入していただく、振込先の金融機関について、 
 

三菱 UFJ銀行の口座をお持ちの方は、できましたら三菱 UFJ銀行の口座にしていただきたく、 
 

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 



お祝い制度のご案内 
 

～妊娠・出産・お子様の入園・入学などの慶事にささやかなプレゼント～ 
 

【 利用方法 】 
 

下記 URL・QR コードより、専用 Webエントリーフォームにアクセスのうえ、お申込ください。 
 

* ホームページ内の備考、利用手順、個人情報の取扱いについて をお読みいただき、 

同意される方は、エントリーフォーム（申請フォーム）へお進みください。 

 
 

 

 
 

【 URL 】                            【 QR コード 】 
 

http://oiwai-present.jp/kawachinaganoshi/  
 

□プレゼントの内容は変更になる場合があります。 

□プレゼントの有効期限にご注意ください。 

□プレゼントのお届けには、最長２ヵ月半かかる場合があります。 

□エントリーフォームの入力内容に不備がある場合、プレゼントのお届けが 

できません。 

□プレゼントには提供会社のチラシが同封されます。また、プレゼント送付 

  後もお得な情報が届きます。 

□本サービスに関するお問い合わせは、当サービスセンターまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

制 度 名 対  象 受付期間・申請期限 

マタニティ 

お祝い制度 

会員ご本人またはパートナーが 

ご懐妊され、ご出産前の方 

２０２３年３月２５日までに 

Ｗｅｂエントリーが完了した方 

出産 

お祝い制度 

会員ご本人またはパートナーで 

ご出産された方 

ご出産された翌日から、 

６カ月後の２５日まで 

幼稚園・保育園 

お祝い制度 

２０２２年度に幼稚園・保育園に入園された 

会員ご本人のお子さま（満２歳～５歳）をお持ちの

方 

２０２３年３月２５日まで 

小学校入学準備

お祝い制度 

会員ご本人から２親等以内の 

２０２３年度に小学校に入学するお子さま 

（２０１６年４月２日～２０１７年４月１日生まれ） 

をお持ちの方 

２０２３年３月２５日まで 

中学校入学 

お祝い制度 

２０２２年度に中学校に入学された 

会員ご本人から２親等内のお子さまをお持ちの方 
２０２３年３月２５日まで 

Web申請フォームに送付先等を入力してください。 

提供各社よりご指定の住所に送付いたします。 

http://oiwai-present.jp/kawachinaganoshi/


関西サイクルスポーツセンター 
入場 ＋ フリーパス 

 

有効期間  ２０２４年 ２月２９日（木） まで 

斡旋料金  大  人 （中学生以上） ２,４００円 (一般料金 ３,２００円) 

こどもＡ （３歳～小学生） ２,１００円 (一般料金 ２,９００円) 

こどもＢ （３歳～小学生） １,４００円 (一般料金 ２,１００円) 

シルバー （６０歳以上） １,８００円 (一般料金 ２,３００円) 

斡旋枚数  ５０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。） 
 

 

□こども Aは身長１１０㎝以上です。こども Bは１１０㎝未満です。こども Bでも身長 

１１０㎝以上の場合は、差額８００円をいただくことになりますのでご了承ください。 
 

□こども Bは乗り物に制限があります。 
 

□特別イベント等、一部ご利用頂けないものがございます。 
 

□駐車料（１日） 普通車・軽自動車：１,０００円 大型バス・マイクロバス：２,０００円 
 

□営業内容は予告なく変更する場合がございます。 

詳しくは、ホームページをご覧ください。   http://www.kcsc.or.jp/  
 

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

 

マリー・ローランサンとモード 
１９２０年パリ、女性たちは羽ばたいた 

－ココ・シャネル、マドレーヌ・ヴィオネも活躍 
 

自由な時代を生きた女性たちの美術とファッションをたどる 
 

開催期間   ４月１６日（日） ～ ６月１１日（日） 

会   場   京都市京セラ美術館 本館 北回廊１階 

開館時間   １０：００ ～ １８：００ （入場は１７：３０まで） 

斡旋料金   一 般   １,３００円 （当日料金 ２,０００円） 

大高生   １,０００円 （当日料金 １,５００円）  

中小生     ４００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   ４月１３日（木）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     □未就学児は入場無料 

□障がい者手帳等をお持ちの方とその介護者１名は無料（要証明）。 
 

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

家庭用常備薬等の斡旋 
 

申込方法   ご希望の方は、同封の 「申込書」 の希望品目に、 
 

数量と金額を記入し、事務局までご提出ください。 
 

＊電話・FAXでの申込はできませんのでご注意ください＊ 
 

申込締切   ３月２０日（月） まで受付します。 
 

納品場所   商品は、アーテムさんより、直接各事業所に送付されます。 
 

支払方法   商品到着後、商品同封の振込用紙にてお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱業者  株式会社 アーテム     〒５４４－００１５   大阪市生野区巽南５－５―１３ 
 

医薬品相談専用電話  ０１２０－７３２－２２１ （フリーダイヤル）  電話番号 ０６－６７９５－７２５５ 

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

