
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 ９ 月 １ 日 第 ４４３ 号 
 

                                                           

 

里アンナ 奄美・島唄コンサート２０２１ 
 

世界で活躍する奄美大島の唄者里アンナと、 

繊細な音色を奏でるピアニスト中林万里子でお届けする島唄 LIVE。 

まるで奄美へ旅行にいったような空間を、神秘の唄声とピアノの音色とともにお届けします。 
 

ピアノ：中林万里子     ゲスト：上妻宏光 
 

公演日時  １１月２３日（火・祝） 開演 １４：００ （開場 １３：１５） 

会   場   大阪市中央公会堂 中集会室 
斡旋料金   自由席  ５,０００円 （一般料金 ６,０００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   １０月１５日（金）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。 

 

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

関西サイクルスポーツセンター 
入場＋フリーパス＋炭火 BBQ（食材１人前） 

 

園内「BBQテラス」での食事となります（予約不要）。 

BBQ メニューは 「上肉セット」 か 「海の幸セット」 より、お選び頂けます。 
 

有効期間  １１月２９日（月）まで 
 

*１１月２０日（土）・２１日（日）・２３日（火祝） 

手作り雑貨やワークショップが揃う『関西サイクルロハス』開催予定 

その他キャラクターショー等のイベントも開催予定 
 

斡旋料金  大  人 （中学生以上）             ３,５００円 (一般料金 ４,７６０円) 

こども A （３歳～小学生・身長１１０㎝以上） ３,２００円 (一般料金 ４,４６０円) 

こども B （３歳～小学生・身長１１０㎝未満） ２,５００円 (一般料金 ３,６６０円) 

シルバー （６０歳以上）               ２,８００円 (一般料金 ３,９６０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 

□定休日：火曜日（11/23は営業）     □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。 

□新型コロナウイルス感染拡大状況により、営業時間の変更・入場制限や 

臨時休園する場合がございます。予めご了承ください。 

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

 

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 

 

 
イメージ画像 

 

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


創業２００周年記念 フィンレイソン展 
―フィンランドの暮らしに愛され続けたテキスタイル― 

 

 

 
 

開催期間   １０月９日（土） ～ ２０２２年１月１０日（月・祝） 

会   場   京都文化博物館 ４階・３階 展示室 
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   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   １０月８日（金）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□障がい者手帳等をご提示の方と付き添い１名は無料。     □学生料金で入場の際には学生証をご提示ください。 

□休館日：月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）、年末年始（12/27～1/3） 
 

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

鳳凰亭落語シリーズ 
 

①桃月庵白酒（とうげつあん はくしゅ）独演会 
江戸と現代を巧みにつなぐ落語家として愛され期待を裏切らない高座で 

定評があります。 
 

②三遊亭兼好（さんゆうてい けんこう）独演会 
江戸落語の面白いところを、なにわ文化の源流・堺の地で披露します。 

 

公演日時  ①１１月２６日（金）  開演 １５：００ （開場 １４：３０） 

②１１月２８日（日）  開演 １４：００ （開場 １３：３０） 

会   場   フェニーチェ堺 小ホール 

斡旋料金   全席指定 ３,０００円 （一般料金 ４,０００円） 

斡旋枚数   各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３０日（木）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 
フリーパス引換券付入園券 

 

有効期間   ２０２２年３月３１日（木）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。 

休園日および営業時間につきましては、ひらかたパークホームページでご確認ください。 
http://www.hirakatapark.co.jp 

 

□ 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） 

 

 

 

 

 

 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 

北欧・フィンランド最古のテキスタイルブランド、日本初の展覧会！ 

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


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 

２０２２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 

２０２１年度に幼稚園・保育園に入園された 

会員ご本人から２親等内の 

お子さま（満２歳～５歳）をお持ちの方 

２０２２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 

２０２２年度に小学校に入学するお子さま 

（２０１５年４月２日～２０１６年４月１日生まれ） 

をお持ちの方 

２０２２年３月２５日まで 

中学校入学 

お祝い制度 

２０２１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 
２０２２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/


日本製マスク 特別斡旋！ 

 
 

 

斡旋商品   ① ハイパーブロックマスクウィルス （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  BFE （バクテリア飛沫ろ過試験) ： ９９％カット 

PFE （微粒子ろ過効率試験） ： ９９％カット 
 

* 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 １,５００円 
 

② １箱 ３０枚入 １,０００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   ９月１７日（金）まで受付します。 斡旋個数になり次第締め切ります。 

 

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

  KFC カード 特別斡旋！ 
 

 

 

 

 
 

有効期限  １０月２９日（金）から２年間 

 （店頭で利用、またはチャージすると、その日より２年後に更新） 
 

斡旋料金   ２,３００円 （３,０００円 KFC カード） 
 

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。) 
 

申込期間   ９月３０日（木）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

 

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

𠮷野家プリカ 特別斡旋！ 
 

 

 

 

 

 
 

 
有効期限  １０月２９日（金）から２年間 

（店頭で利用、またはチャージすると、その日より２年後に更新） 
 

斡旋料金   ２,３００円 （３,０００円 吉野家プリカ） 
 

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。) 
 

申込期間   ９月３０日（木）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

 

 

①ハイパーブロックマスクウィルス 

 
②ハイパーブロックムレ爽快マスク 

 

 

 

 

全国のケンタッキーフライドチキンの店頭で利用いただけるプリペイドカードです。

（一部店舗は除く） チャージすることで繰り返し利用できます。 

（注）おつりはでません。 KFC カードのお渡しは、１０月末になります。 

𠮷野家のハウス電子マネーです。𠮷野家店頭にてチャージが可能で、 

テイクアウトやお食事の会計時に利用することができます。 

チャージ残高はレシート、𠮷野家ホームページにて確認できます。 

（注）おつりはでません。 𠮷野家プリカのお渡しは、１０月末になります。 

 

日本製マスクのお渡しは、１０月中旬の予定です。 


