
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 ４ 年 ３ 月 １ 日 第 ４４９ 号 
 

                                                           
 

第１６回 母に感謝のコンサート 
 

【出演】 森山良子、南こうせつ、由紀さおり・安田祥子、秋川雅史、 

黒柳徹子（特別出演） 

【演奏】 母に感謝のコンサート弦楽アンサンブル 
 

公演日時   ５月８日（日）  開演 １４：００  （開場 １３：００） 

会   場   大阪城ホール 

斡旋料金   指定席  ７,０００円 （一般料金 ８,５００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   ３月１８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。 
 

 

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

空庭温泉 

「オープン３周年謝恩キャンペーン」 
 

2022年 2月でオープン３年を迎える温泉型テーマパーク「空庭温泉」。 

３年連続でニフティ温泉年間ランキング大阪府総合第１位を受賞！ 

オープン３周年の感謝を込めて、特別価格にてご利用いただけます。 

天然温泉で日頃の疲れを癒し、アミューズメントで１日中楽しくゆっくりとお寛ぎください。 
 

期   間   ３月１日（火） ～ ５月３１日（火） まで 

営業時間   １１：００ ～ ２１：００ （最終入館 ２０：００） 

定 休 日   不定休月１回 
*休館日、営業時間、ご利用規約は事前に公式 HPでご確認ください。 

公式 HP https://solaniwa.com/ 

住   所   大阪市港区弁天１-２-３  
（JR大阪環状線・大阪メトロ中央線「弁天町」駅直結） 

(１,１００台収容の地下有料駐車場完備) 

電話番号   ０６ - ７６７０ - ５１２６ （休館日を除く、11時～19時） 
 

区分 
大 人 小 人 （４歳～１２歳） 

平日 土日祝 5/3～5/5 平日 土日祝 5/3～5/5 

通常価格 ２,７９０円 ３,０１０円 ３,２３０円 １,３２０円 １,４３０円 １,５４０円 

３周年謝恩価格 １,９９８円 ２,１５２円 ２,３０６円 ９２４円 １,００１円 １,０７８円 
 

□会員証をフロントにご提示ください。    □４歳未満は無料。    □ご利用は会員様を含む５名様までとなっております。 

□上記料金は、タオル・館内着・各アメニティ・消費税・入湯税を含みます。 □他のプラン・割引優待との併用はできません。 
 

 

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 

 

 

感謝を込めて

３０％OFF 

 

https://solaniwa.com/


関西サイクルスポーツセンター 
  入場 ＋ フリーパス 

 

有効期間   ２０２３年 ２月２７日（月） まで 
 

斡旋料金   大  人 （中学生以上）                  ２,３００円 (一般料金 ３,０００円) 

こどもＡ （３歳～小学生、身長１１０㎝以上）  ２,０００円 (一般料金 ２,７００円) 

こどもＢ （３歳～小学生、身長１１０㎝未満）  １,２００円 (一般料金 １,９００円) 

シルバー （６０歳以上）                  １,８００円 (一般料金 ２,２００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。 
 

□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 

□特別イベント等、一部ご利用頂けないものがございます。 

□こども Bは乗り物に制限があります。 

□こども Bでも身長１１０㎝以上の場合は、差額８００円をいただくことになりますので 

ご了承ください。 

□新型コロナウイルス流行拡大により、営業時間・イベント内容の変更や臨時休園する 

場合がございます。また、入場制限を行う場合もございます。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/  
 

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

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） 
 

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

就学祝金申請のご案内 
 

令和４年４月に小学校・中学校へ入学される子どもさんがいらっしゃる会員の方は、 

就学祝金（壱万円）の申請をしていただくことができます。 

申請の際は、添付書類として、就学（入学）通知書のコピーか住民票（コピー可）をつけてください。 
 

（添付書類には、会員名（保護者名）と子どもさんの名の両方が必要です。また、保護者名が会員名でない 

場合は、それぞれの健康保険証のコピーや住民票など、同一世帯とわかる証明書を添付してください。） 

ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

  

令和４年に入学される子どもさんの生年月日 
 

小学校入学  平成２７年４月２日 ～ 平成２８年４月１日 

中学校入学  平成２１年４月２日 ～ 平成２２年４月１日 

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


家庭用常備薬等の斡旋 
 

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での申込はできませんのでご注意ください＊ 
 

申込締切   ３月１８日（金） まで受付します。 
 

納品場所   商品は、アーテムさんより、直接各事業所に送付されます。 
 

支払方法   商品到着後、同封の振込用紙にてお支払いください。 

 

 

 

 

 

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

２０２２ スポニチ プロ野球選手名鑑 
 

１２球団全選手写真付データ 

携帯に便利な A６判 

球場やテレビ観戦にお勧めです！ 
 

斡旋料金  ４００円 （一般料金 ５１０円） 

斡旋冊数  １０冊 （会員一人につき、４冊までとさせていただきます。） 

申込期間  ６月３０日（木）まで受付します。 斡旋冊数になり次第締め切ります。 
 

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

PCR 検査補助のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

対 象 者    全会員。 年度（４月～３月）に１回申請できます。 

補 助 額    PCR検査受診金額または購入金額の１/２。上限は３,０００円（百円未満は切捨）です。 

申請方法    PCR検査受診後、当サービスセンターのホームページから 「 PCR検査補助申請書 」 を 

プリントアウトしていただき、必要事項の記入と、認印を押印のうえ、添付書類 [ 購入者名と 

料金が確認できるもの・領収書等 (コピー可) ] を添えて、ご提出ください。 

申請書を郵送希望の方は、当サービスセンターまでご連絡ください。 

受付期間    ２０２３年３月３１日まで受付します。 

https://www.lark-ka.or.jp/documents_download/ 

 

 

 

 

取扱業者  株式会社 アーテム     〒５４４－００１５   大阪市生野区巽南５－５―１３ 
 

医薬品相談専用電話  ０１２０－７３２－２２１ （フリーダイヤル）  電話番号 ０６－６７９５－７２５５ 

ここをクリックすると、申請書類ダウンロードのページに入ります。 

新型コロナウイルス感染症予防対策支援として、 
 

自費で PCR検査を受けられた場合に、かかった費用の一部を補助いたします。 
 

補助額は、受診（購入）金額の１/２。上限は３,０００円（百円未満は切捨）です。 
 

なお、抗原検査・抗体検査は対象になりませんのでご注意ください。 

https://www.lark-ka.or.jp/documents_download/


開館記念特別展 

モディリアーニ展 －愛と創作に捧げた３５年－ 
 

開催期間   ４月９日（土） ～ ７月１８日（月・祝） 

会   場   大阪中之島美術館 ５階展示室 （大阪市北区中之島４-３-１） 

開館時間   １０：００ ～ １７：００ （入場は１６：３０まで） 

斡旋料金   一 般   １,２００円 （当日料金 １,８００円） 

高大生   １,０００円 （当日料金 １,５００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   ４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。 

□月曜休館（ただし、5/2、7/18は開館） 

□障がい者手帳等をお持ちの方と介護者１名は当日料金の半額。（要証明） 

□展示室が混雑した場合は、入場制限する場合があります。 

□今後、新型コロナウイルス感染状況などをふまえ、展覧会の会期、開館時間などを 

変更させていただく場合があります。ご来場の際にはホームページで最新の情報をご確認ください。 
 

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

伝教大師１２００年大遠忌記念 

特別展 最澄と天台宗のすべて 
 

 

開催期間  ４月１２日（火） ～ ５月２２日（日） 

会   場  京都国立博物館 平成知新館 （東山七条） 

開館時間  ９：００ ～ １７：３０ （入館は１７：００まで） 

斡旋料金  一 般   １,２００円 （当日料金 １,８００円） 

大学生    ７５０円 （当日料金 １,２００円） 

高校生    ３５０円 （当日料金   ７００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   ４月１１日（月）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□月曜休館 

□障がい者手帳等をお持ちの方とその介護者１名は無料（要証明） 

□大学生、高校生の方は学生証をご提示ください。 
 

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

ジョン・ウィリアムズ 
ウインド・オーケストラ・コンサート 

～ ５月４日は 「スターウォーズの日」 （May the Force be with you = フォースと共にあらんことを） ～ 
 

２０世紀最大の映画音楽作曲家、ジョン・ウィリアムズが作り出す音の宇宙を体感せよ！ 
 

【指揮】 西村 友     【演奏】 播磨国吹奏楽団 
 

公演日時   ５月４日（水・祝）  開演 １４：００  （開場 １３：１５） 

会   場   兵庫県立芸術文化センター ＫＯＢＥＬＣＯ 大ホール 
 

斡旋料金   S 席  ５,０００円 （一般料金 ６,３００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   ３月１８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。 

□映像による演出はございません。 

□ジョン・ウィリアムズ本人の出演はございません。 
 

 

 
 

 

 


