
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 ８ 月 １ 日 第 ４５４ 号 
 

                                                          
 

坂東玉三郎 お話と素踊り 
 

歌舞伎俳優 坂東玉三郎 と 地唄箏曲 富山清琴、人間国宝の共演で 

地唄「雪」を素踊りで披露します。その他、玉三郎によるトークも必聴！ 
 

〈お話コーナー〉坂東玉三郎 〈地歌作物「勤行寺」（演奏のみ）〉富山清琴、富山清仁 

〈地唄舞「雪」〉 坂東玉三郎、富山清琴、富山清仁 
 

公演日時  １１月３日（木・祝） 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  全席指定 S 席  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  ８月２６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。 
 

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

ニュウニュウ ピアノ・リサイタル２０２２ 
【プログラム】（順不同）ブラームス：６つのピアノ小品 作品１１８より 第２番 間奏曲 イ長調 

ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第８番「悲愴」、第１４番「月光」、交響曲第５番「運命」（リスト編曲）  

ショパン：夜想曲 作品９より 第２番 変ホ長調 
 

公演日時  １１月２３日（水・祝） 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  全席指定  ３,０００円 （一般料金 ４,０００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  ８月２６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。 
 

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

全国共通お食事券 ジェフグルメカード 

 

 
 

 
 

斡旋料金   １セット ２,５００円 （５００円券×６枚） 
斡旋枚数  １００セット 

(会員一人につき、２セット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 

 

 
©Ｐａｕｌ Ｔｓａｎｇ 

 

 

全国３５,０００店舗の加盟店で 

ご利用いただけます！ 

「全国共通お食事券ジェフグルメ

カード」のホームページにて、検索

してください。 
https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.php 

有効期限なし！！ 

https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.php


『J ホラーかぶき 日本怪談歌舞伎 

 貞子×皿屋敷 「時超輪廻古井処」』 
 

 

 

 

 

 
 

【出演】 片岡愛之助、 今井翼、 中村壱太郎 
 

公演日時  ①１０月１０日（月・祝） １１：００ 

②１０月２３日（日）   １５：３０ 
 

会   場  大阪松竹座 （なんば駅 〔１５番 B出口〕 より徒歩１分） 
 

斡旋料金  全席指定 １等席 １１,０００円 （一般料金 １４,０００円） 

全席指定 ３等席   ３,０００円 （一般料金  ４,０００円） 
 

斡旋人数   各６名 （会員一人につき、３名までとさせていただきます。） 
 

申込期間   ８月１８日（木）まで受付します。 ただし、斡旋人数になり次第締め切ります。 
 

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

挾間美帆＆デンマークラジオ・ビッグバンド 

 

 

 

 
 

 

公演日時  １１月１７日（木） 開演 １９：００ 

会   場  フェニーチェ堺 大ホール 

斡旋料金  全席指定 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  ８月２６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。 

 

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

COOKA サマービアチケット 
 

利用期間  ８月３１日（水）までの平日ディナー 
 

*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。 

 

 

 

「貞子」が登場するホラーサスペンスの代名詞 『リング』 と、『皿屋敷』 を 

題材にした、完全新作歌舞伎が大阪松竹座で誕生いたします。 

歌舞伎を観たことがある方も、観たことがない方も、楽しめること間違いなし！ 

残暑が残る１０月にホラー歌舞伎で涼しくなりませんか？ 

２０２０年グラミー賞ノミネートから全米で一躍メジャーに駆け上がった 

ジャズコンポーザー（作曲家）の挾間美帆。 

世界屈指のレベルを誇るビッグバンド「デンマークラジオ・ビッグバンド」を指揮し、 

シング・シング・シングなど往年のスタンダードや新時代のジャズを披露します！ 



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   ８月３１日（水）までと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   ９月４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。 
 

 

□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   ９月２６日（月）まで 
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/


      千早川マス釣り体験 
 

開 催 日   １０月２日（日） 【 小雨決行 】 

場    所   金剛山麓 千早川マス釣り場 （無料駐車場あります） 

電話番号   ０７２１-７４-０１１６  ホームページ http://chihayagawa.jp/ 

募集人数   １０市合計 １００名 （最少催行 ３０名）  

申込期間   ８月３１日（水）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 

参加費は返金できませんのでご注意ください。 
 

 

＊見学のみの場合も、参加費は必要となります。 ＊昼食が必要な方は、ご持参いただくか、場内のレストランをご利用ください。 

＊釣った魚は、場内のレストランで料理してもらう （別途料金１００ｇ １４０円） こともできますし、お持ち帰りいただけます。 

＊持ち帰りの場合は、クーラーボックスをご持参ください。釣場で購入もできます。氷（１袋３００円） ボックス（１箱３６０円） 

＊荒天の場合は中止します。             ＊当日はご自宅での検温と、マスクの着用をお願いします。 

＊新型コロナウイルス感染拡大状況や政府および自治体の方針により開催できない場合があります。予めご了承ください。 
 

 

           

 

 
 
 

 
 

 マス釣り体験申込書    ＦＡＸ  ０７２１－５２－２６０６ 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 参加費 貸さお代 えさ代 貸ビク代 

会員およびその家族 １,０００円 ４００円 
（イクラ）  ４００円 

  （虫）    ６００円 
１５０円 

事業所名  当日連絡先  

 フリガナ（必ず） 

参加者名 
年齢 

必要な数をご記入ください （各種持ち込み可） 

貸さお えさ（イクラ） えさ（虫） 貸ビク 

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 

 

８：４５～９：１５       ９：１５～９：３０       １０：１５～１０：３０    １１：３０         １７：００ 

受付  ⇒  釣り開始（１回目マス放流） ⇒ （２回目マス放流） ⇒  解散   ⇒   営業時間終了 

（解散後、夕方まで自由に釣りをお楽しみいただけます） 

スケジュール 

 

事務局からのご案内 

現在お渡ししている会員証の有効期限が９月で切れますので、有効期限が２０２５年９月までの 

新しい会員証を同封します。 届き次第、新会員証をお使いくださいますようお願いします。 

当サービスセンターは、大阪労働協会（おおきにネット）、全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 

（全福センター）と団体契約を結んでいますので、会員証を提示することにより受けられる、 

さまざまなサービスがあります。 各ホームページをご覧いただき、ご活用下さい。 

おおきにネットホームページ  https://l-osaka.or.jp/fukushi-kyousai/okini-net/  

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

http://chihayagawa.jp/
https://l-osaka.or.jp/fukushi-kyousai/okini-net/
https://www.zenpuku.or.jp/

