
ラブリーニュース広告欄（中面下段が広告スペース）の先行募集をいたします。
お店の紹介やイベントの告知などに広告スペースを是非ご利用ください。

［年間6回発行］※偶数月の１日発行
①6月号　②8月号　③10月号　④12月号　⑤2019年2月号　⑥4月号　
[発行部数]　約10万部
[配布方法]
◎河内長野市内は、市広報とあわせて各家庭・事業所へ直接配布（約48,000部)
◎近隣市町村【富田林市、大阪狭山市、橋本市】は、新聞折り込み（約47,000部）
◎河内長野市内及び近隣市町村の文化会館、公民館などの公共施設に設置

広告料金等、詳しいお問合せは　ラブリーホール　TEL 0721-56-6100まで

ラブリーニュース広告募集

すてき
集まる、

  すてき
広がる。

ラブリーニュース 誰でもできる！ 簡単フィットネス

 

（幼稚園～小学生対象）　

月会費
3,240円

ジュニアクラス

※詳しい情報はHPに掲載されています。

月 火 水 木 金 土

ビートストレックス河内長野　
ホームページ  http://www.beatstrex.jp/

Tel:080-3110-7045お問合せ先　

月曜／18：15～くすのか　

クラススケジュール
ラブリーホ ー ル
くすの かホール
河 内 長 野
月 会 費

4月1日（日）～6月30日（土）まで

始めるなら今！始めるなら今！
新規入会キャンペーン実施中！新規入会キャンペーン実施中！

キャンペーン
特 典

① 2ヶ月分会費 10,800円→0円に！！
② 1 回 体 験 1,620円→0円に！！予約要

5,400円

月80本以上 レッスン受け放題！！
朝　  昼　  夜

4月5日（木）より電話及びホームページにて受付申 込

4月5日（木）より電話及びホームページにて受付申 込
5月5日（土・祝）より電話及びホームページにて受付申 込

シネマ　　ラブリーde

※ラブリーホールでは電話予約はできません（Ｌ会員は除く）。

カノン
星めぐりの町

ロ Ｌコード：54397
ロ Ｌコード：54445

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

ラ すキ ニチケット販売所 S

Ｌ会員

一  般
前売￥1,000   当日￥1,200 

中学生以下、60歳以上、障がい者の方と
その介護者1名／¥800（前売・当日共）

中学生以下、60歳以上、障がい者の方と
その介護者1名／¥900（前売・当日共）

￥900（前売・当日）　

4⁄26 大ホール 自由席 各回入替制

上映時間／①11：00 ②14：30 ③19：00
（開場は各回上映開始の30分前）

木

発売中！！カノン

監督／雑賀俊朗
出演／比嘉愛未、ミムラ、佐々木希 他

Ⓒ2016「カノン」製作委員会

123分

5⁄29 大ホール 自由席 各回入替制

上映時間／①11：00 ②14：30 ③19：00
（開場は各回上映開始の30分前）

火

発売中！！星めぐりの町

脚本・監督／黒土三男
出演／小林稔侍、壇蜜、荒井陽太 他

Ⓒ2018 豊田市・映画「星めぐりの町」実行委員会

108分

菊本和昭
（トランペット）

池田幸広
（チューバ）

山本英司
（トランペット）

池上　亘
（トロンボーン）

木川博史
（ホルン）

N響金管メンバーが贈るアンサンブルの響きN響金管メンバーが贈るアンサンブルの響き
NHK交響楽団メンバーで構成された、凄腕ブラス・クインテット「ザ・チェンバー・ブラス」。
“音楽の父"ともいわれるJ.S.バッハから、バーンスタイン、そしてガーシュインまで、
幅広いジャンルから名曲を演奏します。
多種多様、多彩な金管楽器の魅力と、迫力ある煌めくサウンドをどうぞご体感ください！

6/17（日）
 13：30 開演

楽器の見た目、出てくる音、 すべてに
おいて格好良いのがこの楽器の特徴
です。

特筆すべきはN響の打楽器奏者である竹島悟史
さんが、私たち「ザ・チェンバー・ブラス」のために
編曲してくれた唯一無二のオリジナル作品であ
る「ウエストサイド物語」、そして、同じくアメリカ
人作曲家であるイウェイゼンが書いた金管五重
奏のための「コルチェスター・ファンタジー」も演
奏予定です。この曲は1987年に書かれた比較的
新しい曲で、金管楽器の格好良いところをすべて
引き出してくれる作品。どうぞお楽しみに！

A1

A2

粋

ファンファーレの華やかさから合唱のよう
な柔らかい響きまで、幅広い音色がトラン
ペットの魅力。声のように様々な言葉を、
歌を伝えたいと思い演奏しています。

金管のダイナミックで華やかなサウンドはもちろん、
繊細で温かいハーモニーをお楽しみください。

A1

A2

声 チューバは楽器自体も、その奏でる音も、
そしてオーケストラの中での存在感も、
どれをとっても大きいことが最大の魅力
なので。

ジャイブフォーファイブ。リズミカルに動く低音と、
途中でてくるアドリブは乞うご期待！

A1

A2

大

トロンボーンは、オーケストラでは、
大音量だったり、シビアなppだった
りと、わりと引き締まった印象が求

められるが、自分自身として昔から緩くなりす
ぎないように注意して演奏してきた意識があ
るので。

曲と曲の合間にあるMCの、一見軽妙にも聞こ
えるが、よく聞くとあまり内容の無いトークが、
束の間の箸休めのようで、プログラムを読み直
したり、座る姿勢を直すのにもってこいの時間
と言える。

A1

A2

緩つながり、つながるという意味の漢字です
が、ホルンの持ち味の柔らかい音色が
様々な楽器とのアンサンブルが出来ます。

その持ち味がオーケストラでは場面によって弦、木管、
金管楽器と関わります。それにより常にいろいろな楽器
や人との繋がりを感じながら演奏をしています。時 「々ホ
ルンは八方美人だ」などといわれることもありますが。

すべてが見せ場と言っても良いかと思います。
バッハの神聖な雰囲気から、ガーシュイン等の
ジャズのスタイルのものまで、時代も作風も幅広
いプログラムとなっているのでお楽しみいただ
けるのではないかと思います。金管楽器の華や
かで煌びやかな世界をご堪能ください。

A1

A2

繋

特 集

河内長野市文化連盟は、昭和30年より初代会長の「市民すべてが会員」の精神を引き継ぎ、市民文化の高揚と次世代
に文化を繋ぐ活動を続けています。舞台部門８団体、展示部門11団体で構成され、これからも未来に繋げる市民文化活
動の一端を担うべく研鑽し歩みを続けます。文化連盟の活動に興味を持たれた方は、事務局までお問合せください。
■お問合せ／文化連盟事務局（ラブリーホール内）TEL：0721-56-6100

①5月29日（火） データから見る家族像・家族観の変化
 社会学部 学部長・教授　木下  栄二

②6月  6日（水） 現代日本の貧困問題
 社会学部 准教授　白波瀬  達也

③6月14日（木） 若者のモラルは悪化しているのか？
 社会学部 講師　平野  孝典

④6月21日（木） なぜ若年雇用は不安定化したのか
 社会学部 准教授　阪口  祐介

⑤7月10日（火） 「働き方改革」はなぜ必要なのか？
 社会学部 准教授　村上  あかね

時間：10：00～11：30
場所：市民交流センター（キックス）
料金：各回500円
定員：各100名（申込み先着順）

現代の社会問題について考える！

全5回

日 程：5月8日（火）14：00～15：30
講師：日本農薬（株）安全性マネージャー  栂   哲夫
場所：市民交流センター（キックス）
料金：無料　定員：100名（申込み先着順）

身の回りから化学物質への安全安心を考える

受講料
無料

受講料
あり－産業編－地域学講座

日 程：5月10日（木）14：00～15：30
講師：スタンフォード大学 医学部精神科 教授　西野  精治
場所：市民交流センター（キックス）
料金：500円　定員：280名（申込み先着順）

睡眠管理で活力のある生活
～スタンフォード式最高の睡眠～

特別講演会

－桃山学院大学編－大学連携講座

河内長野市民大学くろまろ塾
河内長野市立市民交流センター（キックス）

◎申込は電話 およびホームページにて受付
http://www.kiccs.jp

くろまろ塾事務局

TEL 0721-54-0001 キックス 検索

申込・お問合せ先

受講料
あり

平成３０年度
主な活動予定

5月13日（日）
会場：赤峰市民広場

第２６回
河内長野市民まつり
への出店と展示

8月4日（土）・5日（日）
会場：キックス

次の世代に文化をつなぐ
夏休み子ども体験教室
次の世代に文化をつなぐ
夏休み子ども体験教室

10月26日（金）～
11月5日（月）
会場：ラブリーホール、
　　 キックスほか

第６4回
河内長野市文化祭
第６4回
河内長野市文化祭

Specia
l
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