
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 ４ 月 １ 日 第 ４５０ 号 
 

                                                           
 

SDGs 企画 

さつまいも・マリンスポーツ体験ツアー 
 

 

*３回参加での募集です。*各回不参加での返金はありません。*見学のみの場合も参加費が必要です。 

*汚れてもよい服装・履物でご参加ください。 *水分補給のため、飲物を持参してください。 *小雨決行 
 

集合場所   １回目・３回目 南海本線 「淡輪駅」 
２回目        大阪府立青少年海洋センター玄関前 

 

募集人数   ８市合計 ５０名 *申込多数の場合は抽選となります。 
 

参 加 費   大人 （中学生以上）  ５,０００円 （一般料金 ８,０００円） 

小人 （４歳～小学生） ４,５００円 （一般料金 ７,０００円） 
*会員外の方は、会員同伴に限り一般料金で参加できます。 

 

申込期間   ５月１６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参加費の返金はできませんのでご注意ください。 

 

企画実施   株式会社 ライフサポート関西  担当 ： 吉本 博一 ・ 西村 清一 （TEL：０５０-３５７７‐０１１１） 
案内書・請求書は、（株）ライフサポート関西からお送りします。 

 

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

SDGs企画 さつまいも・マリンスポーツ体験ツアー申込書 ＦＡＸ ０７２１－５２－２６０６ 
 

 

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 

 開 催 日 内 容 時 間 （予定） 集合時間 

１回目 
５月２９日 

（日） 

さつまいも植付け 

＆ シーグラス探し 
１０：００～１２：００ ９：３０ 

２回目 
７月２４日 

（日） 

草取り作業 ＆ 

マリンスポーツ体験 

１３：００～１４：００ （草取り） 

１４：００～１６：００ （マリン体験） 
１２：３０ 

３回目 
１１月６日 

（日） 
さつまいも堀り １１：３０～１３：００ １１：００ 

 

 

業所名  
送付先 

住所 

〒 
 

氏名 
（申込代表者） 

 
当日の 

連絡先 
 

フリガナ（必ず） 

参加者名 
年齢 

会員 

会員外 
フリガナ（必ず） 

参加者名 
年齢 

会員 

会員外 

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 



ナガシマスパーランド・湯あみの島 
入場・パスポート補助券 

 

利用期間  ２０２３年 ２月２８日（火） まで 
 

補助枚数  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。補助券がなくなり次第終了します。 
 

利用方法  入場券売り場にて、 

補助券に料金を添えて、入場券と引き換えてください。 
 

 

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

ひらかたパーク 
フリーパス引換券付入園券 

 

有効期間   ４月１日（金） ～ ２０２３年３月３１日（金） 

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） 
 

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

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けます。 

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

（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。 

 

 

 

 

 
 

 

区 分 遊園地入場 一般料金 パスポート 一般料金 湯あみの島入場券 一般料金 

大 人 ８００円 １,６００円 ４,３００円 ５,５００円 １,３００円 ２,１００円 

小学生 ４００円 １,０００円 ３,２００円 ４,２００円  ８００円 １,３００円 

幼児(２歳以上) １００円  ５００円 １,８００円 ２,５００円  ３００円  ７００円 

 
 

 

 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.hirakatapark.co.jp/


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   １００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。 
 

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

創立４０周年ツアー 

鼓童ワン・アース・ツアー２０２２～童 
演出 ： 船橋裕一郎 

予定演目   【第一幕】 聲 三宅 二和加 南風 海鳴り 

【第二幕】 神歌 興 独奏 いのち 大太鼓 屋台囃子 
 

公演日時  ６月１２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  S席  ４,５００円 （一般料金 ５,８００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  ４月２２日（金）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

□未就学児の入場はご遠慮ください。 
 

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

日中国交正常化５０周年記念 

兵馬俑と古代中国 ～秦漢文明の遺産～ 
 

開催期間    ５月２２日（日）まで 

会   場    京都市京セラ美術館 本館北回廊２階  

開館時間    １０：００ ～ １８：００ （入場は１７：３０まで） 

斡旋料金    一 般   １,５００円 （当日料金 ２,０００円） 

大高生   １,０００円 （当日料金 １,５００円） 

中小生     ５００円 （当日料金   ９００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    ５月１０日（火）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 は開館）   □障がい者手帳等をご提示の方は本人及び介護者１名

まで無料。   □新型コロナウイルス感染症の状況により、予定を変更する場合がございます。 

最新の情報は展覧会ホームページ等をご確認ください。   □予約優先制です。 
 

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

小林美術館 
 

春季特別展  四季を彩る、装いと花 
 

開催期間   ６月１２日（日）まで 

開館時間   １０：００ ～ １７：００ （入館受付は １６：３０ まで） 

斡旋料金   一  般   ５００円 (通常料金 １,０００円) 

高大生   ３５０円 (通常料金   ６００円) 

小中生   １５０円 (通常料金   ３００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。） 

申込方法   事務局までご連絡ください。 

□休館日：月曜日（但し祝日の場合は開館し、翌平日休館) 
 

 

 
©岡本隆史 

 

 

 

全国のミスタードーナツの店舗でご利用いただけます！ 



庵野秀明展 
ＨＩＤＥＡＫＩ ＡＮＮＯ ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ 

 

開催期間   ４月１６日（土） ～ ６月１９日（日） 

会   場   あべのハルカス美術館 （あべのハルカス１６階） 

開場時間   火 ～ 金    １０：００ ～ ２０：００ 

月・土・日・祝 １０：００ ～ １８：００ 

斡旋料金   一 般   １,３００円 （当日料金 １,９００円） 

大高生     ８００円 （当日料金 １,４００円） 

中小生     １５０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   ６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。 

□休館日：4/18、5/9  □障がい者手帳をお持ちの方は、当日券に限り、ご本人と付き添いの方１名まで当日料金の半額。 
 

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

鈴木敏夫とジブリ展 
 

 

 

 

 

 
 

開催期間   ４月２３日（土） ～ ６月１９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  １,０００円 （当日料金 １,６００円） 

中高生    ８００円 （当日料金 １,３００円） 

小学生    ６００円 （当日料金 １,０００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   ６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。 
 

□休館日：月曜日（ただし、4/25、5/2は臨時開館）     □未就学児無料 

□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） 
 

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

バンクシーって誰？展 
 

開催期間  ４月２３日（土） ～ ６月１２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  平日 １１：００～２０：００   土日祝 １０：００～１９：００ 
         *入場は閉場の３０分前まで    *４/２３初日は１１：００～ 

斡旋料金  一 般 平日    １,３００円 （当日料金 ２,０００円） 

        一 般 土日祝  １,５００円 （当日料金 ２,２００円） 

高大生 平日    １,１００円 （当日料金 １,８００円） 

高大生 土日祝  １,３００円 （当日料金 ２,０００円） 

小中生 平日      ８００円 （当日料金 １,３００円） 

小中生 土日祝  １,０００円 （当日料金 １,５００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   ４月２２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  □未就学児入場無料 

□障がい者手帳をご提示の方は本人及び介護者１名まで無料。 

 

（入館は閉館の３０分前まで） 

 

 

 

 

高畑 勲・宮崎 駿両監督と共に、数々の世界を代表するアニメーション映画を世に送り出してきた 

スタジオジブリ・プロデューサー鈴木敏夫。本展では、鈴木敏夫の過去、現在、そして未来をめぐる、 

すべてを凝縮した経歴を紹介しながら人物を紐解いていく展覧会です。 


