
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 ８ 月 １ 日 第 ４４２ 号 
 

                                                           

 

秋の京都散策パスポート 
 

 

 

 

 
 

有効期間  １０月１日（金） ～ １２月１２日（日） 

斡旋料金   ６,０００円 【京都散策ガイド冊子（１冊） + 昼食券（１枚） + 共通拝観・入場券（３枚）】 

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。) 

申込期間   ８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。 

□新型コロナウイルス感染症により、致し方なく休業する施設が出る場合もございます。予めご了承ください。 

 
 

 
 

 

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 

 

寺社・仏閣 

東寺 智積院 六波羅密寺 

知恩院 長楽寺 高台寺 

平安神宮 青蓮院 南禅寺・三門 

南禅寺・方丈 南禅寺・南禅院 寂光院 

三千院 勝林院 実光院 

宝泉院 来迎院 しょうざん庭園 

大徳寺・龍源院 大徳寺・大仙院 常照寺 

天龍寺 常寂光寺 化野念佛寺 

清凉寺 大覚寺 仁和寺 

龍安寺 東映太秦映画村（入場券３枚必要） 

食事施設 

京都新阪急 

ホテル 

鉄板焼 ロイン 

京懐石 美濃吉 

リーガロイヤル 

ホテル京都 

フレンチダイニング トップオブキョウト 

鉄板焼 葵 

懐石フランス料理 グルマン橘 

中国料理 皇家龍鳳 

市内 

泉仙 紫野店 

京都・かめや本家 

がんこ 高瀬川二条苑店 

祇園 京料理 古都梅 

木屋町 

京料理 梅むら 

いそべ本店 

ＬＥ ＵＮ 鮒鶴京都鴨川リゾート 

東山 南禅寺 順正 

大原 京都大原の料理旅館 芹生 

嵐山 

泉仙 嵯峨野店 

渡月亭別館 松風閣 

花筏 

花のいえ 

 

南禅寺 順正              料理イメージ 

 

京懐石 美濃吉            料理イメージ 
 

渡月亭別館 松風閣       料理イメージ 

昼食券１枚と、共通拝観・入場券３枚がセットになったパスポートです。 

お食事施設１９ヵ所からお好きな施設にご予約いただき、 

期間内に京都散策をお楽しみください。 

約３０ヵ所の寺社・仏閣より、自由に３ヵ所の施設に入場・参拝できます。 



ディズニー・オン・クラシック 

まほうの夜の音楽会 ２０２１ 
Music Forever ～永遠に続く“愛” 

 

 

今年は、「リメンバー・ミー」を全編フィーチャーほか、 

心踊る楽曲をお届けいたします。 
 

公演日時  １０月２０日（水） 開演 １９：００ （開場 １８：００） 

会   場   フェスティバルホール 
斡旋料金   Ｓ 席   ７,５００円 （一般料金 ８,９００円） 

斡旋枚数   １０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   ８月３１日（火）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。 
 

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

ＮＩＳＳＡＹ ＯＰＥＲＡ ２０２１ 「ラ・ボエーム」 
 

１９世紀半ば、フランス・パリに住む若者たちの 

夢や恋、友情を描いた甘く切ない青春物語 
 

ジャコモ・プッチーニ作曲  全４幕  宮本益光訳詞による日本語上映・日本語字幕付き 
 

指揮：園田隆一郎    演出：伊香修吾    管弦楽：大阪フィルハーモニー交響楽団 
 

ミミ：迫田美帆 ロドルフォ：岸浪愛学 ムゼッタ：冨平安希子 マルチェッロ：池内 響 他 
 
 

公演日時   １０月２３日（土） 開演 １４：００ （開場 １３：００） 

会   場   フェニーチェ堺 大ホール 

斡旋料金   全席指定 Ｓ席  ８,５００円 （一般料金 １０,０００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   ９月１５日（水）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。 
 

 

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

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   ５０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。 

 

 
Presentation licensed by 

Disney Concerts. ©Disney 
 

 
design 秋澤一彰 

illustration 生駒さちこ 

 
 

 

 

全国３５,０００店舗の加盟店でご利用いただけます！ 
「全国共通お食事券ジェフグルメカード」のホームページにて検索してください。 

https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.php 

有効期限

なし！！ 

https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.php


ワカテ ｄｅ ワカル フェニーチェ文楽 
発意・監修 ： 桐竹 勘十郎 

日本三大仇討 「伊賀越道中双六」 から親と子の情愛を見事に綴る人気演目 「沼津の段」 に、次代を担う 

若手が挑戦します！竹本千歳太夫、鶴澤清介、桐竹勘十郎が特別出演。 

吉田簑紫郎と大道具スタッフによる舞台解説コーナーもあります。 

助成：（一財）地域創造 
 

公演日時   １０月１９日（火） 開演 １８：００ （開場 １７：３０） 

会   場   フェニーチェ堺 小ホール 

斡旋料金   全席指定   ２,５００円 （一般料金 ３,０００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   ９月１５日（水）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。 
 

 

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

桂かい枝独演会 
陽気な落語で心晴ればれ！！ 話題の英語落語も披露します！ 

出演：桂かい枝、笑福亭喬介、桂二葉、はやしや美紀（三味線）  演目：「子は鎹」他 計３席 
 

公演日時   １０月２４日（日） 開演 １５：００ （開場 １４：３０） 

会   場   フェニーチェ堺 小ホール 

斡旋料金   全席指定   ２,５００円 （一般料金 ３,０００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   ９月１５日（水）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。 
 

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

ひらかたパーク プール入場券付入園券 
 

有効期間   ９月１２日（日）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。 
 

 

□プールのご利用には、ご利用日の事前のご予約（無料）が必要となります。 

 詳しくはひらかたパークＨＰにてご確認ください。  http://www.hirakatapark.co.jp/  
 

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

ナガシマスパーランド 
ジャンボ海水プール入場補助券 ワイドパスポート補助券 
 

有効期間   ９月２７日（月）まで 

補助枚数   会員１人につき ４枚 までとさせていただきます。 

申込方法   事務局まで電話か FAXでお申し込みください。補助券がなくなり次第終了します。 

利用方法   補助券に料金を添えて、入場券売り場にて、入場券と引き換えてください。 
 

 

☆ジャンボ海水プール入場券では、遊園

地の入場と海水プールの入場ができます。 
 

☆ワイドパスポートでは、遊園地の入場と

乗物乗り放題、海水プールの入場ができ

ます。 

©河原 久雄 

 

 

 

 斡 旋 料 金 一 般 料 金 

券 

種 

おとな （中学生以上）     １,７００円 

こども （２歳～小学生）   １,０００円 

おとな  ２,６００円 

こども  １,５００円 

 

 区 分 
ジャンボ海水プール 

補助券利用 

ワイドパスポート 

補助券利用 

券

種 

大人 (中学生以上) ２,８００円 ５,７００円 

小学生 ２,０００円 ４,２００円 

幼児 (２歳以上) １,１００円 ２,４００円 

http://www.hirakatapark.co.jp/


                      千早川マス釣り体験 
 

開 催 日   １０月３日（日） 【 小雨決行 】 

場    所   金剛山麓 千早川マス釣り場 （無料駐車場あります） 

電話番号   ０７２１-７４-０１１６   ホームページ http://chihayagawa.jp/ 

募集人数   １０市合計 １００名 （最少催行 ３０名）  

申込期間   ８月３１日（火）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。 
 

 

＊見学のみの場合も、参加費は必要となります。 ＊昼食が必要な方は、ご持参いただくか、場内のレストランをご利用ください。 

＊釣った魚は、場内のレストランで料理してもらう （別途料金１００ｇ １４０円） こともできますし、お持ち帰りいただけます。 

＊持ち帰りの場合は、クーラーボックスをご持参ください。釣場で購入もできます。氷（１袋３００円） ボックス（１箱３６０円） 

＊荒天の場合は中止します。             ＊当日はご自宅での検温と、マスクの着用をお願いします。 

＊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。 
 

 

           

 

 
 

 
 

 マス釣り体験申込書    ＦＡＸ  ０７２１－５２－２６０６ 
 

 

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

関西サイクルスポーツセンター 入場 ＋ プール 
 

有効期間   ８月３１日（火）・９月４日（土）・５日（日）まで 
定休日および営業時間については、ホームページでご確認ください。 http://www.kcsc.or.jp/ 

 

斡旋料金   大人（中学生以上）  １,０００円 (一般料金 １,６００円) 

小学生           ６００円 (一般料金 １,０００円) 

幼児（３歳以上）     ５００円 (一般料金  ８００円) 

斡旋枚数   ５０枚 （但し、会員１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。 
 

□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 
 

＊新型コロナウイルスの影響で、営業内容は予告なく変更になる場合がございます。 

ご来場前に、公式ホームページでご確認をお願い致します。 

 

対象者 参加費 貸さお代 えさ代 貸ビク代 

会員およびその家族 １,０００円 ４００円 
（イクラ）  ４００円 

  （虫）    ６００円 
１５０円 

事業所名  当日連絡先  

 フリガナ（必ず） 

参加者名 
年齢 

必要な数をご記入ください （各種持ち込み可） 

貸さお えさ（イクラ） えさ（虫） 貸ビク 

フリガナ 
     

フリガナ 
     

フリガナ 
     

フリガナ 
     

 

 

おおきに Net共催事業 

  ８：４５～９：１５       ９：１５～９：３０       １０：１５～１０：３０    １１：３０          １７：００ 

受付  ⇒  釣り開始（１回目マス放流）  ⇒ （２回目マス放流） ⇒  解散   ⇒   営業時間終了 

（解散後、夕方まで自由に釣りをお楽しみいただけます） 

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

