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第１４１回定期演奏会 
 

【指揮】 山下 一史      【ソプラノ】 佐藤 瞳 
【プログラム】 L.S.アラルコン ： インヴォカシオン～ 「エル・プエルト」 を元にして 

J.M.スティーヴンソン ： 交響曲 第２番 「ヴォイセズ」 

         J.バーンズ ： 交響的葬送曲 （交響曲 第７番） 作品１３５ ほか 
 

公演日時  ３月２６日（土）  開演 １４：００  （開場 １３：００） 
 

会   場   ザ・シンフォニーホール 
 

斡旋料金   S 席  ４,０００円 （一般料金 ５,０００円） 

A 席  ３,０００円 （一般料金 ４,０００円） 
 

斡旋枚数   各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   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。 
 

□就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。 

□やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等に変更がある場合があります。予めご了承ください。 

□本公演は座席の間隔を空けて配席しておりますので、複数枚お申し込みの場合はお席が離れる場合がございます。 
 

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

中村勘九郎 中村七之助 

 中村勘太郎 中村長三郎 
 

陽春特別公演２０２２ 
 

 

【演目】  １．玉兎（たまうさぎ） 清元連中      ２．トーク＆ミニ歌舞伎塾 

              ３．色彩間苅豆（いろもようちょっとかりまめ）～かさね 清元連中 
 

公演日時   ３月３１日（木） 

① 開演 １１：３０ （開場 １０：４５） 

② 開演 １５：３０ （開場 １４：４５） 
 

会   場   フェニーチェ堺 大ホール 
 

 

斡旋料金   S 席  ７,０００円 （一般料金 ８,５００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   ２月１７日（木）まで受付します。 
ただし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。 
 

 

 

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。 
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常時斡旋チケット・補助券・優待券一覧表 
 

現在常時取扱のチケット・補助券・優待券です。 

在庫がない場合もありますので、事前にご連絡ください。 

（各チケットは、会員一人につき 月各４枚 までとさせていただきます。） 
 

 

  施   設   名 斡旋価格 通常価格 

映 画 券 Ｔ０Ｈ０シネマズ 全国共通映画鑑賞券 １,３００円 １,９００円 

入 浴 券 天然温泉 風の湯 ５００円 ７５０・８００円 

買 物 券 

ＱＵＯカード ２,８００円 ３,０００円 

マックカード ４５０円 ５００円 

ミスタードーナツ商品券 ４５０円 ５００円 

利 用 券 

フィットネスクラブ コ・ス・パ 施設利用券 ９００円 月７,７００円～ 

小林美術館 （大人） ６５０円 １,０００円 

小林美術館 （高校生・大学生） ４００円 ６００円 

小林美術館 （小学生・中学生） ２００円 ３００円 

レジャー 

施設 

 

チケット 

関西サイクルスポーツセンター フリーパス （大人） ２,３００円 ３,０００円 

関西サイクルスポーツセンター フリーパス （こどもＡ）  ２,０００円 ２,７００円 

関西サイクルスポーツセンター フリーパス （こどもＢ） １,２００円 １,９００円 

関西サイクルスポーツセンター フリーパス （６０歳以上） １,８００円 ２,２００円 

サバーファーム (大人 高校生以上） ５００円 ７１０円 

サバーファーム (小人 ４歳～中学生） ２５０円 ３００円 

レジャー 

施設 

 

補助券 

優待券 

ナガシマスパーランド パスポート (大人 中学生以上） ４,３００円 ５,５００円 

ナガシマスパーランド パスポート (小学生） ３,２００円 ４,２００円 

ナガシマスパーランド パスポート (幼児 ２歳以上） １,９００円 ２,５００円 

東映太秦映画村 （大人） ２,２００円 ２,４００円 

東映太秦映画村 （中高生） １,３００円 １,４００円 

東映太秦映画村 （こども ３歳以上） １,１００円 １,２００円 

神戸市立平磯海づり公園 基本釣り料金 （４時間まで） 

大人 （１６歳以上） 
９００円 １,０００円 

神戸市立平磯海づり公園 基本釣り料金 （４時間まで） 

小人 （６歳～１５歳） 
５００円 ６００円 

天保山大観覧車 （３歳以上） ７００円 ８００円 

レオマワールド （大人 中学生以上 ワイド入園券）ほか １,２００円ほか ２,２００円ほか 

レオマワールド （小人３歳～小学生 ワイド入園券）ほか ９００円ほか １,７００円ほか 

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券 ５００円の補助券です 
 



事務局からのご案内 
 

ラークニュースに同封の、近隣の文化ホールからのご案内 

「ラブリーニュース」 「すばるニュース」 「ＳＡＹＡＫＡニュース」 の各公演のチケットは、 

割引価格で購入できます。（ただし、割引対象外の催し物もあります。） 

希望される方は、当サービスセンターまでご連絡ください。 

（なお、各ホールでの直接購入は対象外ですのでご注意ください。） 

びじゅチューン！ ＥＸＰＯ 
～ときめき立体ミュージアム～ リターンズ 

 

開催期間  ３月５日（土） ～ ４月１０日（日） 

会   場  グランフロント大阪 北館・B１ ナレッジキャピタル イベントラボ 
開催時間  １０：００～２０：００ （入場は閉場の３０分前まで） *最終日は１８：００閉館 

斡旋料金  一 般 平日       ８００円 （当日料金 １,４００円） 

        一 般 土日祝  １,０００円 （当日料金 １,６００円） 

高大生 平日      ５００円 （当日料金   ９００円） 

高大生 土日祝    ６５０円 （当日料金 １,１００円） 

小中生 平日      ３００円 （当日料金   ７００円） 

小中生 土日祝    ４５０円 （当日料金   ９００円） 
斡旋枚数  ３０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  ３月４日（金）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□会期中無休 □未就学児無料 □障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と付き添い１名まで、当日券に限り当日料金の半額 
 

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

ひらかたパーク フリーパス引換券付入園券 
有効期間   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   ２月２７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。 

 
 

 

□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。 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 



えごまオイル 特別斡旋！  
 

 

 

 

 
 

斡旋商品   毎日えごまオイル ポーションタイプ （３ｇ×３０袋×２個） 

*携帯にも便利な使い切り小袋タイプ  *１日１袋が目安 

斡旋料金   ３ｇ×３０袋×２個 ２,０００円（税・送料込） 

（メーカー希望小売価格 ３,９２０円（税・送料込）） 

斡旋個数   ５０個 

申込期間   ２月２５日（金）まで受付します。 
 

 

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

浮世絵 国芳から芳年へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間   ２月２６日（土） ～ ４月１０日（日） 

会   場   京都文化博物館 （中京区三条高倉） 

開館時間   １０：００ ～ １８：００ （金曜日は１９：３０まで） 
（入室は閉室の３０分前まで） 

 

斡旋料金   一 般   ９００円 （当日料金 １,４００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   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。 
 

□休館日：月曜日、3/22（火）   □学生料金で入場の際には学生証をご提示ください。 

□障がい者手帳等をご提示の方と付き添い１名は無料。（要証明） 
 

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

ユーキャン通信講座 

 
 

● お申し込みはインターネットで ● 

申込手順 ① 全福センターのホームページ （ https://www.zenpuku.or.jp/ ） にアクセスします。 

       ② カテゴリ 「カルチャー」 の中から 「通信・通学講座」 を選択します。 

       ③ 「ユーキャン」 をクリック後、「ログイン」 をクリックし、ＩＤ・パスワードを入力後、ログインします。 

          （ＩＤ・パスワードは、当サービスセンターにお問い合わせください。） 

       ④ ログイン後、ユーキャンのページへアクセスして講座の内容を確認して、お申し込みください。 

＊ユーキャンへの直接申込は支援対象外となりますのでご注意ください。 

＊教育訓練給付制度対象の講座を修了されますと、所定の手続きをとっていただくことで、受講生の実質負担額の 

２０％が支給される制度もあります。 

 

 

 

国芳から弟子たちへ ―幕末明治に「芳」の系譜あり！ 
歌川国芳（1797-1861）は、ダイナミックな武者絵やユニークな戯画で、幕末の浮世絵に 

衝撃をもたらしました。国芳のもとには多くの弟子が集い、新しい画題や表現に挑みました。 

中でも月岡芳年（1839-92）は、近年再評価が進み、浮世絵のイメージをくつがえす絵師として知ら

れています。名古屋市博物館の浮世絵コレクションから選り抜かれた約１５０点をご紹介します。 

えごまオイルの特長 ・・・ しそ科の植物、えごま種子を昔ながらの圧搾製法

で搾った油です。現代人に不足しがちなオメガ３脂肪酸（α-リノレン酸）を

効率よく摂取できます。 

受講料の１５％支援価格で お好きな講座を受けることができます！ 

https://www.zenpuku.or.jp/

