
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 ５ 月 １ 日 第 ４５１ 号 
 

                                                        
 

ディズニー・オン・アイス 
ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ ３５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ 
ひさしぶりのディズニー・オン・アイスは、こんなにすごい。３年ぶりの、夢と魔法を。 

 

案内期間  ８月１０日（水） ～ ８月１４日（日） 

会   場  大阪城ホール 

斡旋料金   ①②④⑤⑧ S 席 ５,０００円 （一般料金 ７,５００円） 

③⑥⑦⑨   S 席 ５,５００円 （一般料金 ７,５００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   ５月２５日（水）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります 

※ご希望の日時で取れない場合があります。予めご了承ください。 

 
 

□開場時間は各公演の１時間前。   □上演時間は約２時間（途中休憩含む）。   □２歳以下のお子様は大人１名につき１名まで

膝上無料。お席の必要な方は有料。    □♥はコスチューム特典公演。ディズニーキャラクターの衣装（全身）を着てご来場の小

学生以下のお子様にグッズプレゼント！  □♦はおそろコーデ特典公演。２名以上でミッキーもしくはミニーのおそろコーデで来場の方

にグッズプレゼント！   □詳細はディズニー・オン・アイス公式サイトをご参照ください。 
 

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

『七月大歌舞伎』 歌舞伎講座・イヤホンガイド付き 
 

  

 

 

 

 
【演目】堀川波の鼓  【出演】片岡仁左衛門、中村扇雀、片岡孝太郎、中村勘九郎 

祗園恋づくし      中村鴈治郎、松本幸四郎、中村七之助 
 

集合日時  ７月９日（土） １５：１５ 

集合場所  大阪松竹座 地下１階会議室 （なんば駅 〔１５B出口〕 より徒歩１分） 

斡旋料金  全席指定 三等席  ６,０００円 （３階席の予定です。） 

斡旋人数   ５市合計 ３０名 （会員一人につき、４名までとさせていただきます。） 

申込期間   ５月２０日（金）まで受付します。 斡旋人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 

 
©Disney 

８月 10（水） 11（木・祝） 12（金） 13（土） 14（日） 

朝 ①11：00  ④11：00 ⑥10：30 ⑨11：00 

昼 ②♥15：00 ③15：00 ⑤♥15：00 ⑦14：30  

夜    ⑧♦18：30  

 
 

「イヤホンガイド」とは、 

舞台の進行に合わせて、 

出演俳優のご紹介・ 

あらすじ・歌舞伎独特の 

約束事など、 

タイミング良く解説をする 

音声ガイドです。 

毎年恒例、大阪の夏を彩る七月大歌舞伎。 

今年も豪華な演目と出演者で大阪の夏を盛り上げます。 

今回、観劇の前に、貴重な歌舞伎講座をご用意しました。 

ぜひこの機会に歌舞伎デビューをしてみてはいかがでしょうか。 

 

１５：３０～１６：１０ 歌舞伎講座      １６：３０～ 夜の部 観劇 

＊スケジュール＊ 



 

宿泊補助制度のご案内 
 

◆河内長野市勤労者福祉サービスセンターからのご案内◆ 

国内の旅館・ホテル・民宿・ペンション等で一泊以上利用された場合に、宿泊補助が受けられます。 

対 象 者   会員。 年度（４月～３月）に１回申請できます。 https://www.lark-ka.or.jp/business/ 

補 助 額   ３,０００円 

申請方法   ① 事前に当サービスセンターのホームページから 「宿泊補助申請書」 をプリントアウトします。 

申請書類ダウンロードはこちらから https://www.lark-ka.or.jp/documents_download/ 

（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。） 
 

② 裏面の宿泊利用証明書に必要事項を記入していただき、宿泊先へ持参してください。 
 

③ 宿泊先で 【 宿泊先証明印 】 のところに証明印を押してもらってください。 
 

           ④ 帰宅後、表面に必要事項の記入と認印を押印のうえ、当サービスセンターにご提出ください。 

受付期間   宿泊後１年間です。 

 

◆大阪労働協会からのご案内◆ http://www.l-osaka.or.jp/fukushi-kyousai/hotel/ 

◇休暇村  ◇ユニトピアささやま  ◇アイ・アイ・ランド  ◇グリーンピア津波  ◇グリーンピア大沼 

◇グリーンピアせとうち  以上の施設で一泊以上利用された場合に、宿泊補助が受けられます。 

対 象 者   会員と家族。年度（４月～３月）に３泊まで申請できます。家族については会員と同伴に限ります。 

補 助 額   会員 １,５００円 / 1泊    家族 １,０００円 / 1泊 

申請方法   ① 事前に宿泊施設に予約を入れてください。 
 

② 宿泊の前日までに、認印を持って、当サービスセンターにお越しください。 
 

③ 「宿泊施設利用補助券申請書」に必要事項を記入していただきます。 

（宿泊先、宿泊日、宿泊者のお名前と年齢等と認印が必要です。） 
 

           ④ 「宿泊施設利用補助券」 をお渡ししますので、宿泊先でチェックインの際にご提出ください。 

受付期間   随時受付しております。 

 
会員優待していただける宿泊施設のご案内 

 

◆おおきに Net 特約施設の優待・割引サービスのご案内◆ 

特約施設については、ホームページで確認できますので、こちらをご覧ください。 

https://l-osaka.or.jp/fukushi-kyousai/okini-net/  

確認方法   カテゴリーの中から、「宿泊」を選択してください。 

各施設の優待・割引サービス、利用方法をご確認いただけます。 

 

◆全福センターと契約している宿泊施設のご案内◆ 

契約施設については、ホームページで確認できますので、こちらをご覧ください。 

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

確認方法   「トピック」の下にある「サービス」のすぐ下「レジャー・トラベル」のカテゴリーの 

左上の「宿泊施設」を選択してください。 

各施設の優待・割引サービス、利用方法をご確認いただけます。 

https://www.lark-ka.or.jp/business/
https://www.lark-ka.or.jp/documents_download/
http://www.l-osaka.or.jp/fukushi-kyousai/hotel/
https://l-osaka.or.jp/fukushi-kyousai/okini-net/
https://www.zenpuku.or.jp/


夏川りみ コンサートツアー２０２２ 「たびぐくる」 
 

公演日時  ７月２日（土）  開演 １５：００  （開場 １４：００） 

会   場   ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＴＴ ホール 

斡旋料金   全席指定 一 般   ５,８００円 （一般料金 ６,８００円） 

全席指定 小中学生 １,５００円 （一般料金 ２,０００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   ５月２５日（水）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□未就学児童は、保護者１名につき、膝上観覧１名まで無料。（座席が必要な場合は有料。） 

□未就学児・小中学生チケットをお持ちの方は、ご入場の際身分証明書（保険証や学生証）を 

確認させていただく場合がございます。  □小学生・未就学児童のみでの入場はできません。 
 

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

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/  
 

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

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。 
 

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

サーティワン アイスクリームギフト券 特別斡旋！ 
 

 

 

 
 

 

 

斡旋料金   ４００円 （５００円 ギフト券） 

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。) 

申込期間   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。 

 

 

 

 

 

 

サーティワンの「５００円ギフト券」は、 

全国のサーティワンアイスクリームの店舗で使用することができます。 

また、使用期限もございません。 ※一部店舗除く。 

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


スターバックス カード 特別斡旋！ 
 

 

 
 
 
 

 

 

斡旋料金   ２,５００円 （スターバックス カード ３,０００円分） 
（サービスセンターにて５００円の補助が含まれた料金です。） 

 

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   ５月３１日（火）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

有効期限   ５月７日（土） ～ ９月３０日（金） 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。 

*事前にご予約ください。「河内長野市勤労者福祉サービスセンター補助券利用」の旨をお伝え下さい。 

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 
 

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。 

利用方法   補助券を添えて、下記料金を各レストランにお支払いください。 
 

   

   

   
 

   

   

 
 

※カードデザインは変更になる場合 

もあります。 

１９階 ライブキッチン 「COOKA」 ランチブッフェ １１：３０ ～ １５：００ 

券 種 平 日 土・日・祝 （９０分制） 

大人 

（中学生以上） 
３,４００円 

（通常価格 ４,３００円） 

３,７００円 

（通常価格 ４,８００円） 

小学生 
１,５００円 

（通常価格 ２,１００円） 

１,５００円 

（通常価格 ２,４００円） 

 

５７階 「ZK」 ランチコース  １１：３０ ～ １５：００ 

洋食 

Weekday Lunch （平日のみ） 
３,４００円 

（通常価格 ４,５００円） 

Zekkei Lunch 
４,６００円 

（通常価格 ５,９００円） 

和食 

彩り膳（平日のみ） 
３,４００円 

（通常価格 ４,５００円） 

絶景弁当 
４,６００円 

（通常価格 ５,９００円） 

 

 

スターバックス カードは、繰り返し入金可能なプリペイドカードで、 

全国のスターバックスのお店で使えます。 

* お渡しは、６月中頃になります * 

 
 

あべのハルカス１９階 「ライブキッチン COOKA」でのランチブッフェ 

もしくは、５７階 「ZK」でのランチコース 

どちらのレストランでもお使いいただけるお食事補助券です。 

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

 

大阪マリオット都ホテル 
お食事補助券 

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

