
… 主催事業 … 共催事業公演名 公演名

大・小ホール  イベント情報

1
月

be stmatch　070-6593-7558（和田）

南近畿舞踏教師協会　0721-21-1022（阪下）

ラブリーホール　0721-56-6100

スタジオオザキ　0721-53-3576

ラブリーホール　0721-56-6100

ラブリーホール　0721-56-6100

ラブリーホール　0721-56-6100

社交ダンスTODA　0721-63-2038

ラブリーホール　0721-56-6100

大阪府立長野北高等学校　0721-54-2781

ビートストレックス南河内　080-3842-1063

河内長野童謡コーラス　078-200-3070
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大ホール

小ホール

小ホール

3面参照

関係者

1面参照

関係者

関係者

1面参照

1面参照

2面参照

関係者

3面参照

関係者

要問合せ

要問合せ

4（土）

5（日）

11（土）

12（日）

13（月・祝）

18（土）

19（日）

26（日）

28（火）

30（木）

南近畿舞踏教師協会　社交ダンス

汐の宮ダンスクラブ・スタジオオザキ　ダンスパーティー

平成26年　河内長野市成人のつどい　

爆笑スーパーステージin河内長野2014

河内長野市公民館社交ダンス交流会　ダンスパーティー

カフェ・コンチェルトシリーズ2013　4人のピアニスト達 Ⅲ

社交ダンスTODA　パーティー

シネマdeラブリー・クラシック「グレン・ミラー物語」

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

ビートストレックス　レッスン

河内長野童謡コーラス

20（月）・27（月）
7（火）・14（火）・28（火）
16（木）・23（木）・30（木）

15（水）・22（水）・29（水）

※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。（2013年10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。

①11：00
②14：30
③19：00

①11：00
②14：30
③19：00

 

Ｂ駐車場収容台数縮小のご案内
当館では諸般の事情によりＢ駐車場北側63台分を縮小し、収容可能台数は合計175
台になりました。ご来館のお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、なるべく公
共の交通機関をご利用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

ラブリーホールを
ご利用のみなさまへ

近隣ホールおすすめ情報 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。

わらび座ミュージカル
『おもひでぽろぽろ』

9月30日（日）大ホール
15：30開演（15：00開場）
全席指定／一般3,500円（当日共）
出演／円 広志
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

11月18日（日）大ホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／一般3,500円　
　　高校生以下2,000円
出演／わらび座
※3歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

SAYAKAホール 
tel:072-365-9590

すばるホール
tel:0721-26-2060（チケット専用）

LICはびきの 
tel:072-950-5504（チケット専用）

12月14日（土）1階　ホールM
15：00開演（14：30開場）
全指定席／大人1,500円　小人（中学生以下）
1,000円（各当日500円up）
出演／香取智子（オルガン）、
土橋薫（オルガン）、畑田弘美（ソプラノ）、
鈴木開（リードオルガン）、
羽曳野少年少女合唱団（合唱）
※3歳以上有料

2014年1月25日(土)2Fホール
13：30開演（13：00開場）
全席自由／おとな1,500円　
こども1,000円　（当日各500円up）
※ こどもは3歳～小学生
※3歳未満はおとな1名につき、
　1名まで膝上鑑賞可
（但し、座席が必要な場合は有料）

2014年1月26日（日）1階　ホールM
14：00開演（13：30開場）
全指定席／1,000円（当日200円up）
出演／林家そめすけ、林家花丸、
林家愛染、笑福亭仁智（ゲスト）
※未就学児入場不可

ニューイヤーコンサート
オルガンと一緒に
LICクリスマスファミリーコンサート

第40回りっくぷち寄席
～新春初笑いの会～

ねこときんぎょ

2014年1月11日（土）大ホール
14：30開演（14：00開場）
全席指定／一般3,000円（当日500円up）
出演／森麻季（ソプラノ）、山岸茂人（ピアノ）
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

2014年1月25日（土）大ホール
15：00開演（14：30開場）
全席指定／前売S席5,000円、
小人S席（小学生以下）3,000円
A席3,000円、小人A席2,000円
（当日各500円up）
出演／劇団四季
※3歳以上は有料。3歳未満は無料。
　但しお席が必要な場合は有料。
※3歳未満で保護者の膝上でご覧になる
　方は、保護者1名につき1名まで無料。

2014年2月22日（土）2Fホール
17：30開演（17：00開場）
全席指定／7,000円
※6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。

美輪明宏
／ロマンティック音楽会 

SAYAKAクラシックス

劇団四季ファミリーミュージカル
桃次郎の冒険

劇団カッパ座富田林公演

はいからさんと
クリスマスを楽しもう！

森麻季ソプラノ・リサイタル

0721ー56ー9633
※一般発売初日のみ、
　14時から受付開始となります。（9：00～21：00）

www.lovelyhall.com

［口座番号］ 00980-8-13321 ［加入者名］ラブリーホール

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。

（9：00～21：00）
0721ー56ー3999

ラブリーホール友の会
L会員

専用テレフォン

ご
予
約
方
法

チケット予約専用テレフォン

チケットインターネット販売

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。

 500円年会費  12月～

無 料年会費

100円入会金

ラブリーホール友の会 ポイントカード会員

ポイントサービス
（1％ポイント加算）

① 運転免許証又は健康保険証　② 申込者名義の銀行口座番号　③ 口座お届け印
上記を持ってラブリーホールへ申込者ご本人様がお越しください。

info@lovelyhall.com

www.lovelyhall.com
www.lovelyhall.com/m

〒586－0016  河内長野市西代町12-46
公益財団法人 河内長野市文化振興財団

ＱＲコード

Ｌ会員（個人）
入会受付中 !!

ポイントサービス

チケット割引購入など

TEL 0721-56-6100

特  典 （2％ポイント加算）

（初年度のみ入会月によって異なります。）

チケット販売所のご案内

e+ e+（イープラス）
http://eplus.jp（パソコン・携帯）

ラブリーホール・
サービスカウンター 
0721-56-6100
（予約専用 0721-56-9633）

ラ

チケットぴあ
〈お問合せ〉0570-02-9111 
〈予約受付〉0570-02-9999

ぴ

※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。

ローソンチケット
〈お問合せ〉0570-000-777
〈Lコード予約〉0570-084-005

ロ

※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。

ニ ニシバタ楽器千代田センター
0721-53-2480
河内長野市木戸西町3-1-22

S SAYAKAホール
072-365-9590
大阪狭山市狭山1-875-1

す すばるホール
0721-26-2060
富田林市桜ヶ丘町2-8

は LICはびきの
072-950-5504（チケット専用）
羽曳野市軽里1-1-1

よ チケットよしもと
0570-550-100

入会
受付中！
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※44台になりました

■休館日のお知らせ
12/17（火）・30（月）・31（火）
20141/1（水・祝） ～ 3（金）・21（火）

（同時上演「にこにこきぶん」） 

インターネット販売  チケット購入方法

お問合せ：ラブリーホール  0721-56-6100 （9：00～22：00）

事前登録が必要です。
画面のガイダンスに従って必要事項を
入力してください。登録完了後、

がご利用いただけます。

チケット予約

チケット購入

来　館 現　金 クレジットカード

空席状況確認

からお選び
ください。

トップページの　　　　　　　　を

クリックして、インターネット販売ページへ。

購入希望の公演を選択し、
お好きな座席を選んでチケットが
購入できます。

の場合 or

郵　送

二次元コード［ QRコード ］

郵便払込 クレジットカード

クレジットカード

の場合

の場合

or

ホームページアドレス

検索

www.lovelyhall.com

ラブリーホール 検 索

or

1

2

3

4

チケット購入

ラブリーホール・ホームページへアクセス

ユーザー登録（無料）

チケットお引取り & お支払い方法

自由席公演の場合は、購入枚数の入力
となります。

L会員の方は別途会員IDと認証コードの
入力が必要です。

クリック！

ネット
予約

2013年 12月17日（火）・30日（月）・31日（火）
2014年 1月1日（水・祝）～3日（金）・21日（火）

◎2014年7月1日（火）～31日（木）の諸室利用の抽選受付について

◎貸館受付及びチケット販売について
12月29日（日）は事務室にて受付いたします。

【窓口抽選受付：2014年1月4日（土）～10日（金）】
【インターネット抽選受付（ＰＣ・携帯）：
  2014年1月1日（水・祝）～10日（金）】

レストラン「ケイズキッチン」年末年始休業日のお知らせ

2013年 12月30日（月）・31日（火） 2014年 1月1日（水・祝）～3日（金）
◎新年は2014年１月４日（土）より営業いたします。

休
館
日
の
お
知
ら
せ

河内長野マイタウンオペラ・小ホールシリーズ　vol.12
ヴェルディ「仮面舞踏会」

ラブリーホール　ウインターイルミネーション
イルミネーションカフェ

大阪府立長野北高等学校1学年
人権教育映画鑑賞会

ロビーコンサート　♪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～

会員
OB会員

河内長野市教育委員会  青少年育成課
0721-54-0005

河内長野市公民館社交ダンス交流会
0721-63-4003（舩曵）

12
月

美空ひばりをしのぶ会　0736-32-8986

ミュージックボックス  にょろ　0721-64-9330

ラブリーホール　0721-56-6100

ラブリーホール　0721-56-6100

清教学園幼稚園　0721-53-3917

日本舞踊花静会（花柳廸静）　0721-53-3952

ラブリーホール　0721-56-6100

河内長野ダンススクール　0721-56-1780

錦溪幼稚園　0721-53-3170

ラブリーホール　0721-56-6100

ラブリーホール　0721-56-6100

ラブリーホール　0721-56-6100

DMCダンススタジオ　0721-55-2175

ビートストレックス南河内　080-3842-1063

河内長野童謡コーラス　078-200-3070

14：00

12：30

13：30

11：00

20：00

10：00

12：30

19：00

11：00

9：50

14：30

15：00

9：45

10：00

大ホール

小ホール

小ホール

大ホール

小ホール

大ホール

大ホール

小ホール

大ホール

小ホール

小ホール

無料

1,000円

要問合せ

2面参照

2面参照

関係者

無料

完売御礼

関係者

無料

2面参照

1面参照

3面参照

無料

要問合せ

要問合せ

1（日）

2（月）

3（火）

4（水）

14（土）

15（日）

16（月）

21（土）

22（日）

23（月・祝）

25（水）

26（木）

河内長野吹奏楽団ブルーウインズ　第22回定期演奏会

第25回　美空ひばりをしのぶ会

♪レッツシング　一緒に歌いましょう！

ゴスペルクワイア　Make Us One　クリスマスコンサート2013

清教学園幼稚園クリスマス祝会発表会

花静会　花柳流日本舞踊公演

クリスマスダンスパーティー

錦溪幼稚園音楽発表会

シネマdeラブリー「リンカーン」

DMC大忘年会ミニ発表会と2on2バトル

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

公　　演　　名公演日 開演時間 場　所 料　金 問　合　せ

ビートストレックス　レッスン

河内長野童謡コーラス

2（月）・16（月）
3（火）

5（木）・26（木）
27（金）

4（水）・11（水）

 

展 示 会 名開 催 日 料 金開 催 時 間

ギャラリー  イベント情報

えのぐの会　絵画展

「ふるさと河内長野」作文コンクール発表会・表彰式

第6回　南河内在住府美協会員展　えむ展

手づくり雑貨やお菓子の展示販売　CRAFT  PARTY

えのぐの会　0721-63-2834

河内長野ロータリークラブ　0721-53-2900

大阪府美術家協会　0721-53-4780

11/30（土）～12/3（火）

7（土）

12（木）～15（日）

22（日）

無料

無料

無料

無料

問 合 せ

10：00～17：00
13：30～15：00
（受付　13：00）

10：00～17：00

2014

2014

「加賀田中学校第八期生同窓会」アラフォーの集い

（株）清教キャンパス　制服採寸

KAINO　成人式振袖展示会

加賀田中学校第八期生同窓会　0721-52-2302（安田）

（株）CONY JAPAN　スペースアップ　0120-5252-48

株式会社　清教キャンパス　0721-62-0301

KAINO　072-277-7755

4（土）

11（土）・12（日）

18（土）

19（日）

関係者

無料

関係者

無料

18：00～21：00

10：00～17：00

9：15

11：00

（株）CONY  JAPAN  スペースアップ富田林店
河内長野市民リフォーム祭

オペラで楽しむクリスマス「アマールと3人の愉快な王様」（新演出）
＆ラブリー特選名！迷？曲集

ラブリーホール・ミュージカルスクール
レイディアント  スマイル  コンサート

18：00
食事スタート

12（木）～14（土）10：00～17：00
15（日）10：00～16：00

ロビーコンサート　Armonica trio with 小聖未紗
～Christmas Concert～

牧村邦彦のおもしろクラシック講座2013
第2回「オーボエ＆ソプラノ」

※駐車場には限り（175台）がありますので、
　なるべく公共交通機関をご利用ください。
　（開場時間　8：45～22：00）　

無料駐車場有りP

河内長野吹奏楽団ブルーウインズ
090-4297-7676

クラフト・パーティ事務局（髪の診療所 べりかぺり）
0721-53-1911

15（水）～17（金）

1
月

12
月


