大・小ホール イベント情報
公

公演日

演

名

開演時間

2（土） 障がい者雇用推進フォーラム in 南河内
3（日）

12：30 小ホール

金

無料

問

合

せ

障がい者雇用推進フォーラム in 南河内
0721-53-6093

河内長野市公民館社交ダンスクラブ交流会

会員
河内長野市公民館社交ダンスクラブ交流会
12：45 小ホール（OB含む） 0721-63-4003

14：00 小ホール 2面参照 ラブリーホール 0721-56-6100

父母の会ファミリーコンサート

2

料

14：30 大ホール 2面参照 ラブリーホール 0721-56-6100

河内長野市心身障害児・者父母の会
090-3825-5350
大阪府立長野高等学校吹奏楽部
無料
13：30 大ホール
0721-53-7371
子どものすこやかな成長を願う会
13：30 小ホール 要問合せ 080-9579-2759

10（日）「劇団ウエスト」によるミュージカル「ピーターパン」

13（水）

所

2/19（火）
・3/19（火）

ラブリーホール・ミュージカルスクール
Film music concert

9（土） 第66回らぶりい寄席「精鋭！東西落語会」

11（月・祝）

場

■休館日のお知らせ

13：00 小ホール

第27回大阪府立長野高等学校吹奏楽部定期演奏会
すこやか25周年記念
「長谷川義史さんの絵本ライブ」

無料

(前売) 各1,200円
①10：30
小ホール (当日) 各1,500円 現代ぷろだくしょん
②14：00

①映画「望郷の鐘−満蒙開拓団の落日−」
②映画「母 小林多喜二の母の物語」

03-5332-3991

第一ゼミナール 富田林中学校適性検査 分析報告会

10：00 大ホール

無料

第一ゼミナール本部事務局

河内長野市精神障がい者理解促進事業
みんなの輪フェスタ 「オセロ大会」

10：00 小ホール

無料

社会福祉法人つばさの会

ミレニア吹奏楽団 第17回定期演奏会

14：00 大ホール

無料

ミレニア吹奏楽団

河内長野市精神障がい者理解促進事業
みんなの輪フェスタ 「将棋大会」

10：00 小ホール

無料

社会福祉法人つばさの会

23（土） 清教英語学校 第11回英語発表会

10：00 小ホール

無料

清教キャンパス 0721-62-0301

河内長野ラブリーホール合唱団演奏会
24（日） J.S.バッハ ロ短調ミサ曲

14：00 大ホール 1面参照 ラブリーホール 0721-56-6100

16（土）

月
17（日）

①11：00
②14：30
③19：00

26（火） シネマdeラブリー「ばあちゃんロード」
27（水） オカリナのうたごころ４

SAYAKAホール

さやか寄席

春風亭一之輔独演会

3月3日
（日）大ホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／
一般3,500円（当日500円up）
※未就学児童の入場不可。
※前売り券完売の場合、当日券は
ありません。

大衆演劇

劇団昴星大阪狭山公演

【座長：大和みずほ】

3月14日
（木）小ホール
1回目：13：00開演（12：30開場）
2回目：17：30開演（17：00開場）
全席指定／
一般2,000円（当日500円up）
※未就学児童の入場不可。
※前売り券完売の場合、当日券は
ありません。

0721-53-4086

6(水)・13(水)・20(水)・27(水)

河内長野童謡コーラス

9：45

LICはびきの

tel:072-950-5504（チケット専用）

私の街でクラシックVol.24

LICオルガンコンサート

春に聴きたい日本のうた

3月17日
（日）2Fリハーサル室
14：00開演（13：30開場）
全席自由／一般1,000円
高校生以下500円（当日各200円up）
出演／栗原未和（ソプラノ）、
二塚直紀（テノール）、
植松さやか（ピアノ）
予定曲／早春賦、春が来た、花 他
※曲目は変更になる場合がございます。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※会場ではスリッパにお履き替え
いただきます。
協力／とんだばやし演奏家協会

オルガン、
みて、
きいて、
ふれて、
私の市(まち)のたからもの

「モーリス・デュリュフレの世界」
〜思わず涙がこぼれる美しい
レクイエム。
静謐な、
心穏や
かな時をあなたと共に〜

3月17（日）1FホールM
14：00開演（13：30開場）
自由席／前売1,000円（当日200円up）
出演／久保田真矢（オルガン）、
Ensemble Daﬀodil（合唱）
※未就学児入場不可

すばる寄席

春風亭昇太・林家たい平
二人会

4月29日
（月・祝）2Fホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／3,500円
（当日500円up）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

チケットインターネット販売

0721-53-4086

https://lovelyhall.com

左記マークの記載がある公演は空席状況が確認でき、
指定席公演の場合はご希望の座
席を選択してチケットを購入できます。
事前にユーザー登録
（無料）
が必要です。
※発売初
日のインターネット販売は 10 時から受付開始となります。

チケット予約専用テレフォン

大ホール 3面参照 ラブリーホール 0721-56-6100

小ホール 要問合せ ビートストレックス河内長野 080-3110-7045

ホール
要問合せ 河内長野童謡コーラス 078-200-3070
10：00 大
ホワイエ

ホール 要問合せ 河内長野フィルハーモニック 090-3703-1950
19：00 大舞台

河内長野フィルハーモニック 練習

すばるホール

0736-20-4445

0721ー56ー9633

（9：00〜21：00）
ご予約方法

ビートストレックス レッスン

9：30

記載の公演のチケットは、
ラブリーホール・サービスカウンター
にて取扱いしております。
詳細はお問合せください。

tel:0721-26-2060（チケット専用）

tel:072-365-9590（チケット専用）

14：00 小ホール 2面参照 080-4023-0879／n.3plus@gmail.com（山本）

4（月）
・18（月）
・25（月）
12（火）
・26（火）
7(木)・14(木)・21(木)・28(木)
12（火）

0120-4119-01

近隣ホールおすすめ情報

※一般発売初日のみ、
14時から受付開始となります。

お電話にてお席をご予約後、直接ご来館にてお支払いいただくか、もしくは
最寄りの郵便局で下記口座にチケット代金と発送手数料400円の合計金額を
払込みください。入金確認後、
「簡易書留」にてチケットを郵送いたします。

00980-8-13321 ［加入者名］ラブリーホール

［口座番号］

14：00 大ホール 1面参照

ラブリーホール

11周年記念パーティー

12：30 小ホール

佐保ダンススクール

090-7877-2646

3（日） 第26回チャリティー歌謡カラオケ大会

11：00 小ホール 飛び入り
3,000円

三日市小学校区連合町会

5（火） 春の集い

13：00 小ホール

無料

河内長野市老人クラブ連合会

看護専攻科修了証書授与式

13：00 小ホール

関係者

第4回アコースティックな春のライブ

ホール
13：30 大
ホワイエ

無料

10：00 小ホール

関係者

9（土） 第一回海外研修説明会
10（日） 河内長野フィルハーモニック 第二回定期演奏会

14：00 大ホール 2面参照

14（木） 卒園式

10：00 小ホール

第31回スプリングコンサート

16（土） 卒園礼拝式
永井&勝元ピアノマリンバ発表会

23（土）

13：30 大ホール

無料

10：00 小ホール

関係者

15：00 小ホール

無料

初芝富田林中学校

0721-64-0880

ぴ

0721-53-3917

DOLCE会

12：10 小ホール

無料

DOLCE会

初芝立命館中学校・高等学校吹奏楽部第33回定期演奏会

15：00 大ホール

無料

初芝立命館中学校・高等学校吹奏楽部
072-235-6400

0721-53-6766

北欧の森の音楽会2019

15：00 大ホール 2面参照

ラブリーホール

14：00 大ホール

西野修平事務所

24（日） 大阪府議会議員 西野修平君を励ます後援会大集会

19：00 大ホール 2面参照
ホワイエ

ラブリーホール

0721-56-6100

14：00 大ホール 2面参照
ホワイエ

清教学園

小ホール 要問合せ ビートストレックス河内長野 080-3110-7045

河内長野童謡コーラス

ホール
要問合せ 河内長野童謡コーラス 078-200-3070
10：00 大
ホワイエ

河内長野フィルハーモニック 練習

19：00 小ホール 要問合せ 河内長野フィルハーモニック 090-3703-1950

展示会名

2 9（土）〜11（月･祝） 第38回高野山大学学外書道展
月
河内長野市精神障がい者理解促進事業
16（土）〜18（月） みんなの輪フェスタ 「作品展」
3（日）

開催時間

料金

9
（土）
・10
（日）
10：00〜17：00
11
（月･祝）
10：00〜15：00

無料

高野山大学書道部 080-1441-8506（顧問：野田）

16
（土）
・17
（日）
10：00〜17：00
18
（月）
10：00〜14：00

無料

社会福祉法人つばさの会

第182回河内寄席
桂春蝶 特別企画独演会

美術labo.遊彩 第8回作品展
10（日）
3
没後20周忌特別企画 東山魁夷
月 15（金）〜17（日） 併催 日本画壇 美の巨人たち

22（金）〜24（日） クロスステッチ作品展

13:30〜16：00

回顧展

問合せ

無料

15（金）
・16（土）10:00〜18：00
17（日）10：00〜17：00

無料

22（金）12：00〜19：00
23（土）9：30〜19：00
24（日）9：30〜15：30

無料

よ チケットよしもと

0570-550-100

http://eplus.jp（パソコン・携帯）

至堺

至富田林

市役所

310

P
長野小

Ｃ駐車場
59台

P Ａ駐車場 ノバティ
72台 ながの
北館
七つ辻
駅前
ロータリー

0721-53-4086

至橋本

［お願い］
※駐車場の収容台数に限りがございますので、
ご来館の際は、公共交通機関をご利用ください。

（開場時間 8：45〜22：00）

前売2,500円
河内寄席
当日3,000円

10:00〜18：00

072-950-5504（チケット専用）

至橋本
南海高野線・近鉄長野線
「河内長野」下車 西へ徒歩7分

ギャラリー イベント情報
開催日

LICはびきの

羽曳野市軽里1-1-1

e+
（イープラス）

河内長野
警察署

無料
清教学園中・高等学校吹奏楽部
（要整理券） 0721-62-6828

072-365-9590

河内長野駅

26（火）

9：45

は

〈お問合せ〉
0570-000-777
〈Lコード予約〉
0570-084-005

170

0721-62-6772

SAYAKAホール

大阪狭山市狭山1-875-1

N

0721-52-7677
0721-56-6100

9：30

S

近鉄長
野線

6（水）
・13（水）
・27（水）

0721-56-6100

ラブリーホール

大ホール

富田林市桜ヶ丘町2-8

ローソンチケット

大阪
外
環状
線

4（月）
・11（月）
・18（月）
・25（月）
ビートストレックス レッスン
12（火）
・26（火）
28(木)

090-8456-1003（峯野）

大ホール 3面参照

（土）
14：00
30（土）
・31（日） 清教学園中・高等学校吹奏楽部 第38回定期演奏会 30
31
（日）
13：00

0721-26-2060

チケットぴあ

〈お問合せ〉
0570-02-9111
〈予約受付〉
0570-02-9999

長野中

Andreのこぎり音楽教室発表会
27（水） これからも続く
ギザギザ物語♪ のこぎり音楽コンサート
共催ロビーコンサートシリーズ
28（木）
清教学園ハンドベル部コンサート

①11：00
②14：30
③19：00

無料

東中同窓会

す すばるホール

線
南海高野

26（火） シネマdeラブリー「体操しようよ」

関係者

河内長野市木戸西町3-1-22

※一部携帯電話・PHS・プリペイド
端末等からはご利用いただけません。

e+

0570-08-9999

0721-53-2480

0721-54-0001

※一部携帯電話・PHS・プリペイド
端末等からはご利用いただけません。

ロ

CNプレイガイド

ニ ニシバタ楽器千代田センター

キックス3階事務室
（毎週月曜日休館）

0721-52-3214

関係者

17：00 小ホール

0721-56-6100

河内長野市昭栄町7-1

永井&勝元マリンバ教室 090-1022-0859（永井）

河内長野市立東中学校 昭和53年度卒業生同窓会

C

ラブリーホール・
サービスカウンター
（予約専用 0721-56-9633）

キ

大阪市立大学コンサートバンド
ocuconcertband@yahoo.co.jp
清教学園幼稚園

ラ

0721-34-1010

河内長野フィルハーモニック事務局
090-3703-1950（松原）
ひなぎく幼稚園

（9：00〜21：00）

チケット販売所のご案内

0721-65-0123

0721-53-5281

VIENTO DE KAWACHI

L会員専用テレフォン

0721-63-8681

13：00 小ホール 会員及び 鈴木社交ダンス 0721-63-2504

17（日） ダンスパーティー

月 21（木・祝）

関係者

大阪暁光高等学校

0721ー56ー3999

ラブリーホール友の会

佐
野

7（木）

3

関係者

0721-56-6100

至
泉

2（土）

よしもとお笑いライブ in 河内長野2019春

090-1581-0171

美術labo.遊彩

0721-21-4189

クロスステッチ作品展

0721-55-0732

TEL 0721-56-6100
ケータイ

… 主催事業

公演名

https://lovelyhall.com

〒586−0016 河内長野市西代町12-46

※このカレンダーへの掲載は、主催者への掲載希望調査によりおこなっております。
このため、掲載されていない催し物もございますので、予めご了承ください。
（2018年12月15日現在）
※内容・時間等は変更になる場合がございますので事前に主催者へお問合せください。

公演名

パソコン

公益財団法人 河内長野市文化振興財団

（株）WAO！ 0120-00-1286

… 共催事業

メール

ＱＲコード

https://lovelyhall.com/m

info@lovelyhall.com

上記URLの携帯電話（ケータイ）専用サイトにつきましては、2019年3月31日をもちまして、
サービスを終了させていただきます。
ご利用のお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、
ご理解いただきますようお願い申し上げます。

