
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 １２ 月 １ 日 第 ４４６ 号 
 

                                                           

 

  『ニュー・シネマ・パラダイス』 

   シネマ・コンサート 
        指 揮 ： 栗田博文     管弦楽 ： 大阪交響楽団 

       予定演目 ： 巨匠エンニオ・モリコーネの詩情あふれる音楽 
 

公演日時   ２０２２年 １月１６日（日） 開演 １５：００ （開場 １４：００） 

会   場   フェニーチェ堺 大ホール 
斡旋料金   全席指定 S席 ７,０００円 （一般料金 ８,８００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   １２月１７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。 
 

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

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  １００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。 
 

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

ミスタードーナツ商品券 特別斡旋！ 
 

 

 
 

斡旋料金  ４００円 （一般料金 ５００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。 

 

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 

 

 
 

  

 

全国のミスタードーナツの店舗でご利用いただけます！ 

 

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


         退職準備セミナー 
 

～ 知ってる？ どうする？ 年金・税金・社会保険 ～ 
 

“知る”と“知らない”では将来的に大きな違いがでてくる手続きなど、定年退職を迎えるにあたり知っておきたい 

「年金・税金・雇用保険・健康保険に関する基本的な知識」について、わかりやすく解説するセミナーです。 

定年まではまだ少し時間があるという方も、この機会にいかがでしょうか。 
 

開催日時   ２０２２年 １月１５日（土） １３：３０ ～ １６：００  

開催場所   サンスクエア堺 A棟 第２会議室 （ＪＲ阪和線「堺市駅」徒歩３分） 
講   師   松井 祐一氏 （社会保険労務士） 

募集人数   ２０名（全体） *申込多数の場合は抽選となります。 

参加対象   会員および登録家族、会員の同伴者（会員外も可） 
◇ご夫婦での参加をおすすめします◇ 

持 ち 物   筆記用具、ねんきん定期便 
（日本年金機構より、誕生日月に送付されています） 

申込期間   １２月１７日(金)まで受付します。 

 
 

 

 
 
 

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

令和４年大相撲三月場所 
３年ぶりにお客様をお迎えして開催される大阪場所！ 

 

観 戦 日  ３月１３日（日） 

場   所  エディオンアリーナ大阪 （大阪府立体育会館） 
斡旋料金  椅子 S席  ６,５００円  (通常料金 ９,０００円) 

斡旋人数  ３市合計   ３０名  （最少催行 ２０名） 
*申込多数の場合は抽選となります。 

申込期間  １２月２０日（月）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返金できませんのでご注意ください。 

*観戦マナーをご確認ください。（観客席での飲食禁止、アルコール持込禁止、マスク着 

用必須、大声での声援禁止・応援は拍手で行ってください 等） 

*来場当日、検温で３７.５度以上の場合は、入場をお断りさせていただきます。 

 

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

ＴＯＨＯシネマズ 映画券特別斡旋！ 
有効期間    ２０２２年 ３月末まで 

斡旋料金   １,２００円 （一般料金 １，９００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。 
 

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

湯快リゾート ＶＩＰ ＴＩＣＫＥＴ 
 

同封のチラシにて特典内容をご確認の上、 

ご希望の方は、事務局までご連絡ください。 

 

 

 

セミナー内容 
●公的年金 いつから・いくらもらえる？     ●退職後の健康保険は？ 税金は？ 

●雇用保険は退職時だけ？継続雇用・再就職でもらえる給付 

 おおきに Net共催事業 



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。 
 

 

□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   １２月１８日（土） ～ ２月２７日（日） 

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。 
 

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

きっと満足！何かとおトクな関西サイクルのお正月！！ 

関西サイクルスポーツセンター入場招待券 
 

ご希望の方は、事務局までご連絡ください。（会員一人につき、４枚までとさせていただきます。） 
 

１月２日（日） 【変わり種自転車広場無料開放！】 ＊入れ替え制となります。 
 

１月３日（月） 【子ども餅つき体験＆ふるまい餅】 ＊つきたてのお餅をふるまいます！（予定数に達し次第終了） 
 

【よしもとお笑いライブ！】 ＊人気の若手芸人３組が来園！（整理券配布） 
 

【新春餅まき大会】 ＊餅まき大会に参加してお餅も景品もゲットしよう！（整理券配布）  
 

１月４日（火） ～ ８日（土） 【新春ガラガラ抽選会】 ＊景品をご用意！ 
 

１月９日（日）・１０日（月祝） 【ステージショー開催！】 １１：００～、１４：００～  
＊こどもたちに大人気のキャラクターがやってくる！ 

 

＊新型コロナウイルス感染拡大状況により、予告なく変更・中止になる場合がございます。詳しくは、関西サイクルスポーツ

センターのホームページをご確認ください。http://www.kcsc.or.jp/ 
 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

事務局からのお願い 
 

会員の皆様のお知り合いで、当サービスセンターに加入されていない事業所がございましたら 

ご紹介ください。紹介いただいた事業所が入会されましたら粗品を進呈いたします。 

皆様方のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

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


大阪マリオット都ホテル 

   COOKA ウインターチケット 
 

 

 

 
 

 
有効期限  １月４日（火） ～ ２月２８日（月） まで  

*有効期限を過ぎると利用いただけなくなります。ご注意ください。 

*必ず事前にご予約ください。 レストラン予約 ０１２０-６１１-１４７  

（受付時間１０：００～１８：００） 

携帯電話からは ０６-６６２８-６１８７ 

場   所   大阪マリオット都ホテル 「COOKA」 （あべのハルカス１９階） 
時   間   １７：００ ～ ２０：００  （状況により変動します） 

斡旋料金   平日 ６,０００円  (平日通常料金 ７,８００円) 

(土・日・祝日は プラス５００円で利用可能です。 土日祝日通常料金 ８,４００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。 
 

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

ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展 
 

 

 

 

 

 

 
 

開催期間   ２０２２年 ２月２７日（日）まで 

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   １,２００円 （当日料金 １,８００円） 

大学生     ９００円 （当日料金 １,４００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２５日（金）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□高校生以下無料。心身に障がいのある方１名につき介護者１名は無料。 

□休館日：月曜日（ただし、１/10（月・祝）は開館し、翌 11（火）は休館）、12/31、1/1 

□本展は予約優先制です。チケット購入後に入場日時の事前予約をお願いします。 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シェフが手掛ける出来立てのメニューをお好きなだけ召し上がっていただけるのはもちろん、 

装いも新たにワゴンサービスを導入。スタッフが各テーブルを回る新たなパフォーマンスで 

今まで以上に充実のひとときをお楽しみください！ 

（ホームページ） https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/index.html 

 

世界屈指の古代エジプト・コレクションを誇る、 

オランダのライデン国立古代博物館から約２５０点が来日します。 

日本初！ １２点の棺が並ぶ圧巻の立体展示！ 

本展出品ミイラの CTスキャンの研究成果を世界初公開！ 

 

年末年始の事務局業務について 
 
 

年末年始は ２０２１年１２月２９日（水） から ２０２２年１月３日（月） まで休業いたします。 

年始は 1月４日（火） からとなります。 

各種チケット・申請書等が必要な方は、お早めにご連絡ください。 
 

【業務時間】 ９：００～１７：１５   【休業日】 土曜・日曜・祝祭日 

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/index.html

