
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 ３ 年 ６ 月 １ 日 第 ４４０ 号 
 

                                                           

 

ロシア・バレエ・ガラ２０２１ 
 

 

 

 

 

 

 
 

演  目 : 〈第１部〉 「パキータ」より    〈第２部〉 「白鳥の湖」より、「ドン・キホーテ」より ほか 

出演者 : オクサーナ・ボンダレワ、直塚美穂、ヴィクター・カイシェタ ほか 
 

公演日時   ８月２２日（日）   ① 開演 １２：３０    ② 開演 １７：００  

会   場   ＮＨＫ大阪ホール 
 

斡旋料金   ① 全席指定  ６,５００円 （一般料金 ７,５００円） 

② 全席指定  ６,０００円 （一般料金 ７,５００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   ７月１５日（木）まで受付します。 
 

□３歳以下のお子さまのご入場はご遠慮ください。 

□演目、出演者は変更になる場合がございます。 

□演奏は特別録音音源を使用いたします。 

□前後左右一席ずつ間隔を空けての販売となります。 

□申込後の取消・変更はできませんのでご注意ください。 
 

■本公演は海外からのアーティストを招聘しての公演となり、コロナウイルス感染拡大防止のための政府方針などにより公

演を開催できない場合がございます。また海外におけるコロナウイルスの感染状況により、出演者・演目等の変更が発生

する可能性がありますことを予めご了承ください。 

■本公演は政府及び自治体の要請により感染予防対策や公演内容を変更させていただく場合がございます。最新の情

報については、光藍社ホームページ ( https://www.koransha.com/ ) にて随時発表しますので、チケットご購入の後は、

随時ご確認いただきますようお願いいたします。 
 

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

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  ５０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。 

 

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 

 

 

ロシアを代表するバレエ劇場のソリスト達が集結！ 

クラシック・バレエの傑作ばかりを集めた贅沢なガラ・コンサート。 

司会進行役でバレリーナ芸人の松浦景子が出演！ 

１つひとつの演目をストーリーとともに解説します。 

コンビニエンスストア、書店、ドラッグストア、ファミレスなどで 

利用できる全国共通の商品券です。 

https://www.koransha.com/


あやしい絵展 
             名画に隠れた“秘密”と出会う。 

 

開催期間   ７月３日（土） ～ ８月１５日（日） 

会   場   大阪歴史博物館 ６階 特別展示室 
開館時間   ９：３０ ～ １７：００ （会期中の金曜日は２０：００まで） 

（入館は閉館の３０分前まで） 
 

斡旋料金   一 般   １,０００円 （当日料金 １,５００円） 

大高生    ７００円 （当日料金 １,１００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   ６月３０日（水）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□休館日：火曜日（ただし、8/10は開館） 

□中学生以下、障がい者手帳等を提示の方およびその介護者１名は無料 
 

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

特別展 ミイラ 「永遠の命」を求めて 
 

開催期間   ７月１０日（土） ～ ９月２６日（日） 
 

会   場   大阪南港ＡＴＣギャラリー （ＩＴＭ棟２Ｆ） 
 

開場時間   ７月１０日（土） ～ ７月３１日（土） １０：００ ～ ２０：００ 

８月 １日（日） ～ ９月２６日（日） １０：００ ～ １８：００ 
 

斡旋料金   一般・大・専 平日    １,２００円 （当日料金 １,７００円） 

一般・大・専 土日祝  １,３００円 （当日料金 １,９００円） 

小 ・ 中 ・ 高 平日       ４５０円 （当日料金  ８００円） 

小 ・ 中 ・ 高 土日祝    ６００円 （当日料金 １,０００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   ７月９日（金）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□未就学児入場無料 

□新型コロナウイルス感染拡大状況や政府および自治体の方針により 

実施内容を変更する場合があります。 
 

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

 

 家庭常備薬等の斡旋 
 

 

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では受付しておりませんのでご注意ください。 

申込締切   ６月２１日（月）まで受付します。  

納品方法   商品は、大日商事さんより送付されます。 

         * 購入金額が ５,０００円以上の場合は、直接事業所に送付されます。 

         * 購入金額が ５,０００円未満の場合は、５５０円の送料がかかりますが、 

送料を負担される事業所は、直接事業所に送付されます。 

* 購入金額が ５,０００円未満で、送料を負担されない事業所は、 

商品が当サービスセンターに送付されますので、届き次第、連絡いたします。 

その場合は、速やかに商品の引き取りをお願いします。 

代金支払   商品に同封の振替用紙にてお支払いください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

取扱業者  大日商事株式会社 〒５３５－０００２ 大阪市旭区大宮４丁目１９－１１ 
 

商品についてのご相談（製品、使用方法、その他）   電話番号  ０６－６９５２－７０１５ 



ポーラ美術館コレクション展 
 

モネ、ルノワールからピカソ、シャガールまで 
 

開催期間   ７月９日（金） ～ ９月５日（日） 

会   場   あべのハルカス美術館 （あべのハルカス１６階） 
開場時間   火 ～ 金      １０：００ ～ ２０：００ 

月・土・日・祝   １０：００ ～ １８：００ 

斡旋料金   一 般   １,０００円 （当日料金 １,５００円） 

大高生     ７００円 （当日料金 １,１００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   ７月５日（月）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□休館日：7/12（月）、7/19（月）、7/26（月） 

□障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンターで購入された 

ご本人と付き添いの方１名まで当日料金の半額。 
 

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

ＴＨＥ ドラえもん展 ＫＹＯＴＯ ２０２１ 

 

 

 
 

 

開催期間   ７月１０日（土） ～ ９月５日（日） 
 

会   場   京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ 
 

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） 

高校生     ６００円 （当日料金 １,０００円） 

小中学生   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   ７月９日（金）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□休館日：月曜日（ただし、祝日の場合は開館） 

□障がい者手帳等を提示の方およびその介護者１名は無料 

□本展覧会は予約優先となります。詳しくは、美術館 HPをご確認ください。 
 

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

ＨＡＲＡイリュージョンマジックショー２０２１ 
 

Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｃｕｐ ２０２０にて 【Ｍａｇｉｃｉａｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ】 を受賞。 

新時代のイリュージョニストとして喝采を浴び続けているＨＡＲＡが 

ラスベガス仕込みのイリュージョンで観客を魅了する！ 
 

公演日時  ８月２１日（土）  開演 １６：００ 

会   場  フェニーチェ堺 大ホール 

斡旋料金  一   般      ４,５００円 （一般料金 ５,５００円） 

        ３歳～小学生   ２,０００円 （一般料金 ２,５００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  ７月１５日（木）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□３歳未満の入場はご遠慮ください。 

 

（入館は閉館の 

３０分前まで） 

 
〈あんなこといいな 出来たらいいな〉 

（部分） 村上 隆 

©2017 Takashi Murakami/Kaikai 

KikiCo.,Ltd.All Rights Reserved. 

©Fujiko-Pro 

 

現代アートの最前線で活躍する２８組のアーティストによる「ドラえもん」をテーマとした展覧会です。 

連載開始から５０年以上を経てもなお色褪せず、 

日本を代表するキャラクターとして世界中のこどもたちに愛されるドラえもん。 

ドラえもん世代のさまざまなアーティストがドラえもんの世界観を現代アートとして立ち上げます。 



 

                       埴輪づくり体験 
 

世界にひとつだけの My埴輪を作りませんか？ 

埴輪づくりの本場で 埴輪づくり体験を開催いたします！ 
大人はもちろん、小さなお子さまも粘土遊び感覚でお楽しみいただけます♪ 

夏休みの制作に、お庭やお家の装飾にいかがですか？ 

～ 完成後、はにわグランプリにエントリーできます ～ 
 

開 催 日  ７月２５日（日） 
 

開催場所  河内こんだハニワの里 大蔵屋 
（羽曳野市誉田３―２２―２１） 

 

*近鉄南大阪線 「古市駅」 より徒歩約１０分 

*お車でお越しの方は、羽曳野市役所の駐車場を 

ご利用いただけます。 
 

募集人数  ６市合計 ５０名 
*申込多数の場合は、抽選とさせていただきます。 

 

参 加 費  会員・家族 １,０００円 （通常料金 １,８７０円） 
 

申込期間  ６月２３日（水）まで受付します。 

*申込締切後のキャンセル及び当日ご欠席の場合も 

参加費は返金できませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 
*新型コロナウイルス感染拡大状況や政府および自治体の方針により 

開催できない場合があります。予めご了承ください。 

*当日は、検温とマスクの着用にご協力ください。 

*換気を行いながらの実施となるため、水分補給ができるよう、 

飲み物をご持参ください。 

*服が汚れる恐れがありますので、汚れてもよい服装または 

エプロンをご持参のうえご参加ください。 

*作成いただいた埴輪は９月中旬頃完成予定で、 

来館または発送（別料金）でお渡しします。 

夏休みの作品等で早めの仕上がりご希望の方は 

当日スタッフにご相談ください。 
 

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

 埴輪づくり体験申込書    ＦＡＸ  ０７２１－５２－２６０６ 
 

 
 

 

 
 

事業所名  
当日の 

連絡先 
 

 フリガナ（必ず） 

参加者名 
年齢 

 フリガナ（必ず） 

参加者名 
年齢 

フリガナ 
 

フリガナ 
 

フリガナ 
 

フリガナ 
 

～ スケジュール ～ 
９：３０   １０：００      １１：３０  

受付開始 ⇒ 埴輪づくり開始 ⇒ 埴輪づくり終了（自由解散） 

はにわグランプリとは 
 

一次審査、二次審査、最終審査を経て８

月２８日（土）（ハニワの日）に入賞者

を発表します。開催期間中に作成した

埴輪は、無料でエントリーすることが

可能ですので、ぜひご検討ください！ 
 

*審査期間中、作品は大蔵屋にてお預り

となり、入賞作品は一定期間大蔵屋店

内で展示させていただきます。 
 

前回開催の様子は、大蔵屋ホームペー

ジの「令和２年第２回８２８GP（はに

わグランプリ）よりご確認ください。

http://www.okura-

hd.jp/haniwanosato/828gp/ 
 

開催期間：４月２９日（木）～ 

７月３１日（土）迄 

おおきに Net共催事業 

http://www.okura-hd.jp/haniwanosato/828gp/
http://www.okura-hd.jp/haniwanosato/828gp/

