
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 ７ 月 １ 日 第 ４５３ 号 
 

                                                          
 

舞台「パタリロ！」～ファントム～ 
 

公演日時  ① ９月１７日（土） 開演 １８：００  （開場 １７：００）  

        ② ９月１８日（日） 開演 １８：００  （開場 １７：００） 
 

日替わりゲスト登壇！ 9/17（土）金井成大、 9/18（日）川上将大 
*日替わりゲストは変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

会   場  サンケイホールブリーゼ 

斡旋料金  全席指定  ７,０００円 （一般料金 ９,０００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  ７月２０日（水）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□未就学児の入場はご遠慮ください。  □公演中止以外の払い戻しはいたしません。 
 

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

COOKA サマービアチケット 
利用期間  ７月１日（金）～８月３１日（水）の平日ディナー 

*利用期間にご注意ください。 

*土日祝は、プラス５００円追加でご利用いただけます。 

*事前にご予約ください。 

０１２０-６１１-１４７ / ０６-６６２８-６１８７ （受付時間１０：００～１８：００） 

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 ～ ２２：００ 〔ラストオーダー ２１：３０〕  平日：時間制限なし  土日祝：１２０分制 

斡旋料金  ６,０００円 （通常料金 ７,８００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。） 

申込期間  ８月３１日（水）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。 
 

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

ＴＯＨＯシネマズ 映画券特別斡旋！ 
 

有効期間  １０月末まで 

斡旋料金  １,２００円 （一般料金 １，９００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。 
 

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

図書カード 特別斡旋！ 
 

斡旋料金   ８００円 （１,０００円 図書カード） 

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。 

 

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 

 
©︎魔夜峰央／白泉社 

©︎舞台「パタリロ！」製作委員会 

 

   

 



関西サイクルスポーツセンター 
入場 ＋ ファミリープール「フォレリゾ」チケット 

 

有効期間   ７月１５日（金）～８月３１日（水）・９月３日（土）・４日（日） 
定休日および営業時間については、ホームページでご確認ください。 http://www.kcsc.or.jp/ 

 

 

斡旋料金   大人（中学生以上）  １,０００円 (一般料金 １,６００円) 

小学生           ６００円 (一般料金 １,０００円) 

幼児（３歳以上）     ５００円 (一般料金  ８００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 
 

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

ひらかたパーク 
プール入場券付入園券 

 

有効期間   ７月１６日（土） ～ ９月４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。 
 

 

□休園日 7/21（木）、7/28（木）、9/1（木） 

□プールのご利用には、アソビュー！での事前のご予約（無料）が必要です。 

 ご予約の詳細は、ひらかたパークＨＰにてご確認ください。  http://www.hirakatapark.co.jp/  
 

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

ナガシマスパーランド 
 

ジャンボ海水プール入場補助券 
 

 

ワイドパスポート補助券 
   

 

有効期間   ７月９日（土） ～ ９月２６日（月） 
休園日および営業時間等については、ホームページでご確認ください。 

http://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/index.html/ 
 

補助枚数   会員１人につき ４枚 までとさせていただきます。 
 

申込方法   事務局まで電話か FAXでお申し込みください。 
補助券がなくなり次第終了します。 

 

利用方法   補助券に料金を添えて、入場券売り場にて、入場券と引き換えてください。 
 

☆ジャンボ海水プール入場券では、遊園地の入場と海水プールの入場ができます。 

☆ワイドパスポートでは、遊園地の入場と乗物乗り放題、海水プールの入場ができます。 

 

＊新型コロナウイルスの影響で、営業内容は予告なく変更になる場合がございます。ご来場前に、公式ホームページでご確認 

をお願い致します。 

 

 

 

 斡 旋 料 金 一 般 料 金 

券 

種 

おとな （中学生以上）     １,７００円 

こども （２歳～小学生）   １,０００円 

おとな  ２,６００円 

こども  １,５００円 

 

 

 区 分 
ジャンボ海水プール 

補助券利用 
一般料金 

ワイドパスポート 

補助券利用 
一般料金 

券

種 

大人 (中学生以上) ２,８００円 ３,８００円 ５,７００円 ６,８００円 

小学生 ２,０００円 ２,８００円 ４,２００円 ５,１００円 

幼児 (２歳以上) １,０００円 １,５００円 ２,３００円 ２,９００円 

http://www.kcsc.or.jp/
http://www.hirakatapark.co.jp/
http://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/index.html/


フェルメールと１７世紀オランダ絵画展 
 

開催期間   ７月１６日（土） ～ ９月２５日（日） 

会   場   大阪市立美術館 （天王寺公園内） 

開場時間   ９：３０ ～ １７：００ （入館は１６：３０まで） 

          *9/3、10、17、23、24は ９：３０～１９：００ （入館は 18:30まで） 

斡旋料金   一 般   １,５００円 （当日料金 ２,１００円） 

高大生   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   ７月１５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（ただし 7/18、8/15、9/19は開館）、7/19 

□中学生以下、障がい者手帳などをお持ちの方とその介護者１名は無料（要証明）。 

□土日祝は予約優先制です。混雑時には入場をお待ちいただく場合があります。 
 
 

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

わけあって絶滅しました。展 
 

シリーズ累計９０万部突破！大人気図鑑の大型展覧会が大阪で開催！！ 
 

開催期間  ７月２２日（金） ～ ９月４日（日） 

会   場  大阪南港ＡＴＣホール （大阪市住之江区南港北２-１-１０） 

開館時間  ９：３０ ～ １６：３０ （入場は１６：００まで） 

斡旋料金  一   般    １,２００円 （当日料金 １,８００円） 

３歳～中学生   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   ７月２１日（木）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□障がい者手帳等を提示の方の介護者１名は無料。（ご本人は有料。要証明） 
 

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

クロワッサンサーカスショー 
国内屈指のサーカスアーティスト＆オシャレな楽団がミラクルにミックスした！！ 

大きな絵本やシルクハットの乗り物が登場する世界で奏でるファンタジックなおとぎ話の中 

～ワクワクドキドキのサーカスがはじまる♫♪♪ 
 

公演日時  ８月７日（日）  開演 １１：００  （開場 １０：３０） 

会   場  すばるホール ２Ｆホール 

斡旋料金  全席指定 おとな  １,４００円 （当日料金 ２,０００円） 

全席指定 こども     ７００円 （当日料金 １,０００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   ７月２０日（水）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
□こどもは３歳以上中学生以下 

□２歳以下無料（おとな１名につき１名まで膝上鑑賞可、ただし座席が必要な場合は有料。） 
 

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

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。 
 

 

* VIP TICKETのご利用除外日であっても、全福センターの優待を受けられる場合があります。 

詳しくは、全福センターのホームページからご確認ください。 

（「レジャー・トラベル」のカテゴリーの「宿泊施設」から「湯快リゾート」を選択してご確認ください。） 

全福センターホームページ https://www.zenpuku.or.jp/ 

   

 

 

 

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


ドス・デル・フィドル Ｖクラシック 
 

【出演】 石田泰尚（ヴァイオリン）、﨑谷直人（ヴァイオリン）、伊藤ハルトシ（チェロ、ギター）、園田涼（ピアノ） 
【プログラム】 紅（X JAPAN）、ロマンス（PENICILLIN）、END OF SORROW（LUNA SEA）、グロリアス（GLAY） 他 

*曲目は公式サイトをご確認ください。 *やむを得ない事情により、曲目が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 
 

公演日時  ８月２０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  全席指定  ４,５００円 （一般料金 ５,５００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  ７月２０日（水）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□未就学児の入場はご遠慮ください。  □公演中止以外の払い戻しはいたしません。 
 

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

 ASTRORICO×宮沢和史 

Special Concert 
  

【出演】 タンゴアンサンブル アストロリコ四重奏、 宮沢和史 
 

 

公演日時  ９月２３日（金・祝） 開演 １５：００  （開場 １４：３０） 

会   場  ラブリーホール 大ホール 

斡旋料金  全席指定   ３,０００円 （一般料金 ３,５００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   ７月２８日（木）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 
 

□１８歳以下入場無料【限定１５０席】 要申込。 □６歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。 
 

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

山下洋輔＆鈴木優人 究極のピアノリサイタル 
 

【プログラム】 ガーシュウィン ： ラブソディー・イン・ブルー 

            ビル・エヴァンス ： ワルツ・フォー・デビイ  ほか 
 

公演日時  １０月２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   指定席  ４,０００円 （一般料金 ５,０００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   ７月２７日（水）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

□未就学児の入場はご遠慮ください。 
 

 

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

NDR 北ドイツ放送フィルハーモニー交響楽団 
  指揮 ： アンドリュー・マンゼ   ピアノ ： ゲルハルト・オピッツ 

【オール・ベートーヴェン・プログラム】 
劇音楽「エグモント」序曲、 ピアノ協奏曲 第５番 変ホ長調 「皇帝」 作品 73 

交響曲 第３番 変ホ長調 「英雄」 作品 55 
 

公演日時   １１月２０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  １０,０００円 （一般料金 １３,０００円） 

A席   ８,０００円 （一般料金 １０,０００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   ７月２７日（水）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。 

□未就学児の入場はご遠慮ください。 

 

 

 

 
オピッツ©HT/PCM  


