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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。
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「セビリアの理髪師」
ロッシーニの最高傑作オペラ「セビリアの理髪師」。超絶技巧の歌唱は圧巻！
恋物語のドタバタ劇はオペラ初心者の方もお楽しみいただける楽しい演出です。
【指揮】沼尻竜典

【演出】栗國淳

【管弦楽】日本センチュリー交響楽団

公演日時 １２月３日（土） 開演 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 ６,５００円 （一般料金 ８,５００円）
全席指定 A 席 ５,５００円 （一般料金 ７,０００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 ９月２６日（月）まで受付します。斡旋枚数になり次第締め切ります。

撮影：三枝近志

□未就学児の入場はご遠慮ください。
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KFC カード 特別斡旋！
全国のケンタッキーフライドチキンの店舗（「KFC カード取扱店」の提示がある店舗のみ）で利用いただける
プリペイドカードです。チャージすることで繰り返し利用できます。 *お渡しは１０月中旬になります*
有効期限
斡旋料金
斡旋枚数
申込期間

１０月１７日（月）から２年間
（店舗で利用、またはチャージすると、その日より２年後に更新）
２,３００円 （３,０００円 KFC カード）
５０枚 (会員一人につき ２枚までとさせていただきます。)
９月２６日（月）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。
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𠮷野家プリカ 特別斡旋！
𠮷野家店頭にてチャージが可能で、テイクアウトやお食事の会計時に利用することができます。
チャージ残高はレシート、𠮷野家ホームページにて確認できます。 *お渡しは１０月中旬になります*
有効期限
斡旋料金
斡旋枚数
申込期間

１０月１７日（金）から２年間
（店頭で利用、またはチャージすると、その日より２年後に更新）
２,３００円 （３,０００円 𠮷野家プリカ）
５０枚 (会員一人につき ２枚までとさせていただきます。)
９月２６日（月）まで受付します。 斡旋枚数になり次第締め切ります。

お祝い制度のご案内
～妊娠・出産・お子様の入園・入学などの慶事にささやかなプレゼント～
【 利用方法 】
下記 URL・QR コードより、専用 Web エントリーフォームにアクセスのうえ、お申込ください。
* ホームページ内の備考、利用手順、個人情報の取扱いについて をお読みいただき、
同意される方は、エントリーフォーム（申請フォーム）へお進みください。
Web 申請フォームに送付先等を入力してください。
提供各社よりご指定の住所に送付いたします。

【 URL 】

【 QR コード 】

http://oiwai-present.jp/kawachinaganoshi/
□プレゼントの内容は変更になる場合があります。
□プレゼントの有効期限にご注意ください。
□プレゼントのお届けには、最長２ヵ月半かかる場合があります。
□エントリーフォームの入力内容に不備がある場合、プレゼントのお届けが
できません。
□プレゼントには提供会社のチラシが同封されます。また、プレゼント送付
後もお得な情報が届きます。
□本サービスに関するお問い合わせは、当サービスセンターまでお問い合わせください。
制 度 名

対

象

受付期間・申請期限

マタニティ
お祝い制度

会員ご本人またはパートナーが
ご懐妊され、ご出産前の方

２０２３年３月２５日までに
Ｗｅｂエントリーが完了した方

出産
お祝い制度

会員ご本人またはパートナーで
ご出産された方

ご出産された翌日から、
６カ月後の２５日まで

幼稚園・保育園
お祝い制度

２０２２年度に幼稚園・保育園に入園された
会員ご本人のお子さま（満２歳～５歳）をお持ちの方

２０２３年３月２５日まで

小学校入学準備
お祝い制度

会員ご本人から２親等以内の
２０２３年度に小学校に入学するお子さま
（２０１６年４月２日～２０１７年４月１日生まれ）
をお持ちの方

２０２３年３月２５日まで

中学校入学
お祝い制度

２０２２年度に中学校に入学された
会員ご本人から２親等内のお子さまをお持ちの方

２０２３年３月２５日まで

小林美術館
秋季特別展
開催期間
開館時間
斡旋料金

斡旋枚数
申込方法

－自然を描く－ 実りと恵みの情景

９月１６日（金） ～ １２月１１日（日）
１０：００ ～ １７：００ （入館受付は １６：３０ まで）
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)
２０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。）
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)

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

楳図かずお大美術展
開催期間
会
場
開場時間
斡旋料金

斡旋枚数
申込期間

９月１７日（土） ～ １１月２０日（日）
あべのハルカス美術館 （あべのハルカス１６階）
（入館は閉館の
火 ～ 金
１０：００ ～ ２０：００
３０分前まで）
月・土・日・祝
１０：００ ～ １８：００
一 般
１,１００円 （当日料金 １,７００円）
大高生
８００円 （当日料金 １,３００円）
中小生
２００円 （当日料金
５００円）
４０枚 （会員一人につき、４枚までとさせていただきます。）
１１月１５日（火）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：9/26

□障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人と付き添いの方１名まで当日料金の半額。

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

PCR 検査補助のご案内
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。
対 象 者
補 助 額
申請方法

受付期間

全会員。 年度（４月～３月）に１回申請できます。
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。
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。
２０２３年３月３１日まで受付します。
https://www.lark-ka.or.jp/documents_download/

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。

おおきに Net 共催事業

開催日時

手ぶらで釣り教室

１１月６日（日）
〔集合〕 ８：００ 〔開始〕 ８：３０～
*小雨決行

〔終了〕 １１:00 頃 （予定）
*海の安全についての諸注意、釣りの指導などもあります。

集合場所

大阪府立 青少年海洋センター 玄関前

募集人数
参 加 費

９市合計 １００名 *申込多数の場合は抽選となります。
大人（中学生以上） ４,０００円（一般料金 大人 ５,０００円）
小人（４歳～小学生） ３,０００円（一般料金 小人 ４,０００円）

（大阪府泉南郡岬町淡輪 6190） （駐車場あり）

*料金には貸さお・えさ・仕掛け・氷・バケツ・保険代・施設利用料を含みます。（さおの持ち込みは不可）
*会員とそのご家族以外の、会員外の方は、会員（ご家族を含む）同伴に限り一般料金で参加できます。

申込期間

１０月１３日（木）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 清正 （TEL：０５０-３５７７‐０１１１）
案内書・請求書は、株式会社ライフサポート関西からお送りします。

＊見学のみの場合も、参加費は必要となります。大人２,０００円、小人１,０００円（施設利用料） ＊荒天の場合は中止します。
＊汚れてもよい服装でご参加ください。
＊釣った魚はお持ち帰りいただきます。クーラーボックスをご準備ください。
＊水分補給のため、飲み物をご持参ください。 ＊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。

手ぶらで釣り教室 申込書

ＦＡＸ
送付先
住所

事業所名

０７２１－５２－２６０６

〒

当日の
連絡先

氏名
（申込代表者）

フリガナ（必ず）
参加者名

年齢

会員
会員外

釣り
見学

フリガナ（必ず）
参加者名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

年齢

会員
会員外

釣り
見学
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日本製マスク 特別斡旋 ！
日本製マスクのお渡しは、１０月上旬の予定です。
斡旋商品
/斡旋料金

① スマートマスク （普通サイズ） 大王製紙製
② ムレ爽快マスク （普通サイズ） 大王製紙製

１箱 ５０枚入
１箱 ３０枚入

８００円
８００円

〈②の特長〉 口元ワイヤーによる空間構造で、息がこもりにくくムレにくい商品です。
①②ともに １０枚単位でビニール袋に入っています。

斡旋個数
申込期間

各５０箱 （会員一人につき、各４箱までとさせていただきます。）
９月２０日（火）まで受付します。 斡旋個数になり次第締め切ります。

