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ロビ ー
コンサート

主催／（公財）河内長野市
　　　文化振興財団

ラ
チケット販売所

L-POINT

シリーズ

Ｌ会員

一  般

￥900

前売 ￥1,000
当日 ￥1,200

大ホール
ホワイエ
自由席

月 19：00 開演（18：30 開場）12⁄16

Armonica trio with 小聖未紗
～Christmas Concert～

出演 Armonica trio 仁科人美／ヴァイオリン、井関 　淳／オーボエ
半澤佑果／ピアノ  ［ゲスト］小聖未紗／ソプラノ

ラブリーホールの玄関ロビーに飾る作品を募集します。作品のジャンルやテーマは問いま
せん。ロビーを素敵な空間に演出していただけますよう、ご応募お待ちしております。

■期間／2014年1月20日(月)～2月23日(日)
※展示期間は準備と撤去を含めて最大で7日まで。

■展示スペース
約70ｃｍ×約170ｃｍ×高さ約90ｃｍの展示台に収まる作
品。作品の規模により1つの台に複数の作品が展示され
る場合もあります。展示台は右記をご参照ください。

■申し込み
12月1日(日)9時よりラブリーホール事務室にて受付します。受付初日は事
務室窓口へ直接お越しください（応募者多数の場合は抽選）。抽選でない
場合は先着順で、定員になり次第締め切りとさせていただきます。

出品料

無料

ロビー展示作品募集 ラブリーホールをあなたの感性で
素敵に演出してください。

展示台3

展示台2

展示台1

展
示
内
容

レポート

ロシア連邦トゥバ共和国から世界最低
声の喉歌をひっさげて初来日公演の
「Yat-Kha（ヤトハ）」をはじめ、世界民族
音楽祭ではお馴染みとなりました、サキ
タハヂメ（のこぎり演奏）さん、大森ヒデ
ノリ（フィドル奏者）さん、世界民族音楽
祭初登場タンバリン博士の田島隆さ
ん、トゥバ音楽演奏家の等々力政彦さ
んなど、世界民族音楽祭ならではのバ
ラエティに富んだステージをお楽しみ
いただきました。

大ホール・ホワイエでは、公募により集
まった団体による市民ステージを開
催！ハワイアンフラやゴスペルなど国
際色豊なステージを終日無料でお楽
しみいただきました。

フィナーレでは、Yat-Kha（ヤトハ）を中心
に、本音楽祭出演メンバーと共に「のこぎ
り音楽教室」 「伝統音楽教室」 「フィドル教
室」参加メンバーも加わり一大セッション
となりました！フィナーレは多いに盛り上が
り全てのプログラムを終えました！　

前日からの会場設営をはじめ、出演アーティ
ストの誘導、お客様のご案内など当日は黄色
のTシャツを着たボランティアスタッフの皆さ
んが大活躍。皆さんの力を結集し、音楽祭の
運営をおこないました。ご参加くださった皆さ
ん、本当に有難うございました。

今年で20回目の開催となる記念すべき節目の
「かわちながの世界民族音楽祭」が、去る9月15日
（日）にラブリーホール全館を会場に盛大に開催
されました。当日は台風が接近する悪天候のな
か、各会場は世界民族音楽祭の名にふさわしい
多彩な音楽に溢れ、本音楽祭のテーマでもある
「あなたが選ぶ世界のお祭り旅行！」を、1,800名
を越す来場者の皆様にご堪能いただきました。

市民らで組織されたかわちながの世界民族音楽
祭 企画・運営委員会が、今年の2月より公演まで
幾度も会議を重ねて本番をむかえました。毎年
様々なアーティストが登場する「かわちながの世界
民族音楽祭」。来年はどんなアーティストや新たな
企画が登場するのか、是非ご期待ください。

　20周年を迎えるかわちながの世界民族音楽祭、今年も大いに盛り上がりました。実は
この企画、市民が参画し企画・運営しています。そのため手作りの温もりがたくさん見られま
す。装飾だけではなく、企画にはじまり一つひとつ試行錯誤を繰り返しながらお祭り当日を
迎えています。グローバルな時代では映像で見たことが体験になりがちです。ですが、
各国で大切にされている「ローカル」な民族音楽を聴くだけでなく体験できる、はたまた
出演できるといった雰囲気をイメージしながら市民が「プロデュース」を行っています。
　「ローカル」な河内長野でグローバルな事業を共につくる仲間を募集します！新たな企画
メンバーの応募をお待ちしています。　　　　企画・運営委員会　委員長　宝楽陸寛

世界各国の料理から河内長野の名産
など一味違ったお店が並びました。毎
年一番人気の、トルコの「ケバブ」をは
じめ、「タコス」や「焼き鳥」、今年は体に
やさしい手づくリドーナツのお店が大
人気でした。

会場では、ハワイアン雑
貨やアジアン雑貨、アフ
リカ雑貨など世界の
様々な雑貨や珍しい商
品が多数販売されてい
ました♪また、おしゃれ
なハンドメイド雑貨など
のこだわりのお店も多
数並び、終日多くの来場
者で賑わいました。

阿波おどり、アフリカンダンス、タンバリン教
室などの参加型ワークショップを開催！
音楽だけでなく、体を動かして体験できるプ
ログラムがあるのも本音楽祭の魅力のひと
つです♪

かわちながの世界民族音楽祭2014
クリエイティブサポーター募集

河内長野の資源を使った楽器作りや、アーティス
トと共に創る音楽祭であなたの持っている力を
活かしてみませんか？経験や知識は問いません。
子育て中の方も大歓迎！企画手法や進め方を学
ぶ機会もあります。お気軽にご参加ください。

■申込方法／お電話及びホームページお申込みフォーム
　にてラブリーホールへお申込みください。お電話の場合は、
　氏名・年齢・電話番号をスタッフにお伝えください。　　
■お申込み先／ラブリーホール　
　TEL 0721-56-6100 （9：00～22：00）
　HP http://www.lovelyhall.com
　　

　　　　　　

KAWACHINAGANO WORLD MUSIC FESTIVAL

ラストは大ホールで
大フィナーレ！

催 事 名／かわちながの世界民族音楽祭2014オリエンテーション
会　  場／ラブリーホール　　　　　　　（ボランティア説明会）

あなたが選ぶ世界のお祭り旅行！ 
～あなたはどのステージを楽しみますか？～

完売御礼！

河内長野市文化連盟

TEL0721-56-6700
（ラブリーホール内レストラン）
営業時間/AM10：00～PM8：00（ラストオーダーPM7：30）
定休日/月曜日・第３火曜日

K’zキッチン
ケ イ ズ

［12/30～1/3はお休みです］

忘年会・新年会 等
宴会・パーティーで
K’zキッチンへ集合！

忘年会・新年会プラン  ドリンク飲み放題（2時間制）
お一人様 2,000円（税込）～

※詳しくはお問合せください。 ソフトドリンク・ビール・日本酒・焼酎・ウイスキー等

お一人様 1,000円（税込）
◎各種パーティー料理、お弁当も承ります。お気軽にご相談ください。

店内貸切り
10名様以上、17時以降の
お時間で承ります！
※詳しくはお問合せください。

店内貸切りは、もちろんラブリーホール
会場（会場利用料は別途必要）を利用
して大人数（約50～100名様）での
宴会も可能です！

▲クリスマス スターベア
　（高さ約16cm） 各630円（税込）

▶カラフルツリー
　（高さ約25cm） 
　998円（税込）

▲パックンポーチ
（約11×10.5×3cm）
　693円（税込）

ラブリーホール・サービスカウンターでは、“世界の音楽グッズ専門店 レオノ
ーレ”より選りすぐりの商品を厳選して販売しております。
クリスマス商品以外にも、レターセット等の雑貨を取り扱っております。
プレゼント・ギフト等に是非ご利用ください。

ラブリーホール・サービスカウンターでは、“世界の音楽グッズ専門店 レオノ
ーレ”より選りすぐりの商品を厳選して販売しております。
クリスマス商品以外にも、レターセット等の雑貨を取り扱っております。
プレゼント・ギフト等に是非ご利用ください。

３種類のカワイイくま達！ 
おなかを押すと歌います♪
３種類のカワイイくま達！ 
おなかを押すと歌います♪

口がパックンと開くので、
中身が見やすく使い勝手good♪
口がパックンと開くので、
中身が見やすく使い勝手good♪

クリスマスの必須アイテム！
ツリーでお部屋の模様替え♪
クリスマスの必須アイテム！
ツリーでお部屋の模様替え♪

○「市民まつり」［５月１２日(日)］にブースを出展。
　ご来場のみなさまによる希望を書いたウロコで、巨大な鯉のぼりが完成！
○「次の世代に文化をつなぐ 夏休みこども体験教室」
　［7月28日(土)］を開催。
　188名の子どもたちが美術・書道・茶道・華道・民謡・箏・日舞・新舞踊・吟詠・
　合唱・切手・造花・フラワーデザイン・水墨画・太鼓・篆刻・川柳それぞれに挑戦しました。
○「平成25年度古典芸能鑑賞会 文楽」［9月28日(土)］を開催。
　文楽の魅力をより多くの方に伝えるために「文楽入門講座」を
　3回開催しました。
○「第59回河内長野市文化祭」［10月18日(金)～11月5日(火)］
　を開催。公演・展示の他、歌声喫茶や地元企業、団体の協賛に
　よる、スタンプラリーを開催しました。

Message

平成25年度の活動

グッズ販売の
お知らせ
グッズ販売の
お知らせ

※写真はイメージです。

ラブリーホール大ホール・
ホワイエで気軽に聴ける150名
様限定のプチコンサート！

クラシック

12⁄26 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）

Ｌ会員

一  般

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）

シネマ　　ラブリーde

ラ すニチケット販売所
※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）。

※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）。

S

木

￥900　

150分

1⁄28　
2014

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！！

発売中！！

ロ Ｌコード：51312

ラ すニチケット販売所 S ロ Ｌコード：51441
　

心にひびく  河内の民話
平成25年度 ラブリーホール市民芸術文化活動助成事業

～ことばと音楽のとびらがひらくみちの世界へようこそ！～

料金：おとな500円、こども（小学生）300円

■主催・お問合せ：朗読サークルみち　
　代表：野田知子0721-62-5499

共催／（公財）河内長野市文化振興財団

催
共

シリーズ

ロビー
コンサート

大ホール
ホワイエ 自由席限定

150名

料金／前売800円、当日1,000円

グレン・ミラー物語

リンカーン

監督／スティーヴン・スピルバーグ 
出演／ダニエル・デイ＝ルイス、サリー・フィールド 他

 2/1土  
小ホール
14：00

2014

Ⓒ2012 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION and 
DREAMWORKS II DISTRIBUTION CO., LLC

117分

TEL 0721-63-7545

洋菓子の店

焼き菓子などギフトも色々
揃えております♪

ラ・スリーズ

http://www.jcmo.zaq.ne.jp/la-cerise/
営業時間／10：00～19：30　定休日／火曜日

河内長野市大矢船南町17-6

美加の台駅

三日市町駅

221

371

河内長野
幼稚園

南花台
東小学校

コノミヤ

ラ・スリーズ

MAP

18：00 開演
（17：30 開場）1⁄42014 土

予定曲目 Jupiter／ホルスト、世界に一つだけの花、涙そうそう（フルート）  他

和田真理子＆仲間有希子
♪ピアノ・フルートデュオ♪～be stmatch～
ハイサイ！～美ら島沖縄から大阪へ～

主催・問合せ／be stmatch 070-6593-7558（和田）

※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）。

ラチケット販売所

ステージ 市民ステージ 食エリア

フィナーレ ボランティアスタッフアクティブエリア

クリスマス
ケーキ
ご予約
受付中！

Ｌ会員

一  般

￥400
前売 ￥500   当日 ￥600

監督／アンソニー・マン  
出演／ジェームズ・スチュワート 、ジューン・アリソン　他

洋菓子の店

ラ・スリーズ

旬のケーキがいっぱい！
落ち着いたティールームで、デザートはいかがですか？

この事業は、公益財団法人河内長野市文化振興財団が
「市民の創造的な芸術文化活動を支援することを目的に」
実施するものです。申請募集及び選定の結果、平成２６年
度は下記の３件の実施が決定しました。

マーケットエリア

小ホール

小ホール

平成26年
7/5（土）

8/17（日）

主 催 事業名 会 場 実施予定日

you・遊・ろんど
市制60周年！
奥河内からの贈り物
みんなで、いただき
まーす！

河内長野マチネーオペラ
オペラ「アメリア舞踏会へ行く」
※キャスト募集中！（12/16締切）
詳しくは、ラブリーホールHPを
ご覧ください。

河内長野
オペラ
アンサンブル

ギャラリー
6/23（月）
〜

29（日）
手作り・夢作り2014

特定非営利
活動法人
アート
コミュニティ

ラブリーホール
市民芸術文化活動助成事業

平成26年度

チケット販売所
ラ 主催者

一  般 発売日12/1 日 10：00～

2⁄22014

開　催　日

10：00 予定
日


