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主催／（公財）河内長野市文化振興財団

Ｌ会員

一  般

￥1,000　

前売 ￥1,200
当日 ￥1,400

大ホール
ホワイエ
自由席

ラチケット販売所

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！

L-POINT

シリーズ

青年士官フェランドとグリエルモは、美しい姉妹フィオルディリージとドラベッラと

それぞれ婚約している。哲学者ドン･アルフォンソにそそのかされ、ふたりは恋人の

貞節をめぐって賭けをすることになる。戦場に行くと偽り、アルバニア人に変装して

姉妹の家に乗り込みあの手この手で姉妹を口説く。最初のうちは頑としてふたりを

拒んでいたが、徐々に心が傾き始める姉妹・・・。はたして、恋人たちの恋の行方は？

全2幕

河内長野市文化振興財団が
市民交流センター（キックス）の
指定管理者に！
★ラブリーホール・キックスの両施設で相互の貸館受付が可能になります。
★キックスで財団主催公演のチケット販売を開始します。
★ラブリーホールで実施しているワークショップ等をキックスでも展開し、
　市民の生涯学習機会を増やします。

公益財団法人  河内長野市文化振興財団　　理事長　山本  明彦

今後さらに、お客様からのご意見を伺いながら、キックスを市民の皆様が気軽にご利用
頂ける開かれた施設になる様に努めて参ります。何卒よろしくお願い申し上げます。

◆茶道教室……ファミリー対象　お茶の頂き方について　
◆華道教室……ファミリー対象でいけばなの楽しさを体験
◆水墨画教室…色紙・ハガキに水墨画を！
◆美術教室……自分の好きな顔を描く
　［持ち物：エプロン、手ふきタオル、描きたい顔の写真、
　  絵具用具一式（持っている方）］
◆書道教室……ハガキに好きな言葉を書いて飾りましょう。

◆造花教室……ワインカラーのオーガン地のシュシュの上に
　　　　　　　美しい花びらを散らし、花園を描きます。
◆フラワーデザイン教室……春の花でアレンジ

◎参加費／各教室500円（当日徴収）　
◎定員／各教室20名  ※午前の部・午後の部 各10名（要電話申込）
◎受付期間／2月8日（土）～2月25日（火）

■文化教室のお問合せは　ラブリーホールまで（TEL 0721-56-6100）　■お申込み　TEL 0721-56-9633

河内長野市文化連盟 左記の「ミュージパークフェスタ2014」にて
文化教室を開催します！

～書や絵画、お花、お茶など、大人も子どもも楽しめる文化教室～

4月1日（火）～

指揮者・中村貴志
からのメッセージ

Message

STORY

お客様サービスの充実を図ります。

●展示ブース
　石川の水生昆虫と魚展示、夢の自転車お絵かきコーナー、積木広場  他
●手づくり・体験コーナー
　森の楽器作り、ポンポンメーカークラフト、各種文化教室（右記文化連盟欄参照） 他
●ミュージパークステージ 
・大森ヒデノリとラブリーホール北欧伝統音楽教室メンバーの演奏会
・タンバリン博士　田島隆ファミリーステージ
・原田伸郎トーク＆ライブ（事前申込み必要）他
※申込み方法詳細は下記までお問合せください。  　　　　

ミュージパークフェスタ2014ミュージパークフェスタ2014ミュージパークフェスタ2014ミュージパークフェスタ2014ミュージパークフェスタ2014見とこ！ 知っとこ！  学んどこ！

3月８日（土）9：30～16：30

タンバリン博士  田島  隆

【申込み・問合せ先】 〒586-8501  河内長野市原町1丁目1番1号（住所記入不要）
　　　　　　　　  河内長野市生涯学習課　TEL0721-53-1111　　主催／河内長野ミュージパークネット
　

会場：河内長野市立市民交流センター ( キックス )

その他にも、クイズラリーや抽選会など
子どもから大人まで楽しめます ！

特 集
4⁄26　　・27土 日
17：00 開演 14：00 開演

公演日

小ホール

中村 貴志

鳥山浩詩

［午前の部］10：00～12：00　［午後の部］13：00～15：00　会場：キックス 3F  大会議室（茶道のみ和室）　

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？

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

土
15：00 開演
（14：30 開場）3⁄8

予定曲目

出演
大坂まり絵（ソプラノ）、斉藤あゆみ（ソプラノ）、
高平寛子（ピアノ）

「レクイエム」よりピエ・イエズ（ウェッバー）、
わたしと小鳥とすずと（石若雅弥）　他

大ホール
ホワイエ 自由席限定

150名

入場無料

2⁄25 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 S

※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）。

火

￥900　

94分

3⁄25

監督／森﨑東
出演／岩松了、赤木春恵、原田貴和子、加瀬亮  他

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！！

アンコール！！
ペコロスの母に会いに行く

ロ Ｌコード：55998
　 ロ Ｌコード：56001

　

ペコロスの母に
会いに行く

アンコール!! 

監督／ポール・アンドリュー・ウィリアムズ
出演／テレンス・スタンプ、ヴァネッサ・レッドグレイヴ  他

113分

ピュア・コンサート
15：00 開演
（14：30 開場）3⁄1土

出　演

出　演

松影憲三、松影恵子、中山健呉、福井園子、山岸基哉、水浪恵利子、
阿部園子、山田有希子、鬼束旺三、市村明子、吉年加代子、
アンサンブル・ラ・ルーチェ（木寺聖子、小松原秀子、橋本信子、
方志典子、松影恵子）、ユニット・ピュア（阿部園子、市川牧子、
中家至乃、前田章子、水浪恵利子、村上晴美、吉年加代子、
石橋政仁、小畑剛志、川西隆行）

予定曲目

予定曲目

「花は咲く」「アヴェ・マリア」
「ザラストロのアリア」～オペラ"魔笛"より  他

伴　奏 岡林純香、福田和子、高島春樹

主催・問合せ／0721-55-1263（吉年加代子）
よどし

ピアノ＆ソプラノ  ジョイントコンサート
150th  Anniversary

～春の風～

予定曲目／愛の讃歌、マイウェイ  他
演奏／ピアノトリオ（堂迫康雄、須崎健二、大塚義之）

シャンソン
愛を歌い、人生を語る菅尾玲子 

リサイタル　

ラ
チケット販売所

一   般 前売 ￥3,500
当日 ￥4,000

3⁄7
14：00 開演（13：30 開場）

小ホール
自由席金

主催／菅尾玲子音楽事務所　　　
問合せ／0721-53-9099（北浦）

清教学園
ハンドベル部
コンサート NEW

指揮：小笹山紀子
主催・問合せ／
清教学園　0721-62-6772

14：00 開演
（13：30 開場）4⁄1火

清教学園ハンドベル部

要整理券、出演者及びラブリーホール
サービスカウンターにて配布中。

パッヘルベルのカノン、
カルメン オレ！　他

ラブリーニュース広告募集
平成26年度に発行する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］
4・5月号／6・7月号／8・9月号／10・11月号／12・1月号／2015年2・3月号
［発行部数］12万部　
［広告料］50,000円（税込）～
［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46,000部）
◎近隣市町村（富田林市、大阪狭山市等）は、新聞折込（約67,000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

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

ⒸSteel Mill（Marion Distribution） Limited 2012 All Rights Reserved.

Ⓒ 2014 PIA Corporation. All Rights Reserved.

整理券配布

洋菓子の店

TEL 0721-63-7545

洋菓子の店

ラ・スリーズ

ラ・スリーズ
他の割引券との併用不可。
尚、割引は期間中お買い上げ

商品に限ります。

割引チケット

2014
3月末まで

10
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
ラ・スリーズ

OFF
％

焼き菓子などギフトも色々
揃えております♪

Valentine's ひな祭り
ケーキ

ご予約受
付中！

バレンタイン
各種

　マイタウンオペラ・小ホールフレッ

シュシリーズの２回目が開催される

ことになり、前回に続いて指揮させ

て頂けることを大変うれしく思う一

方、大きな責任を感じています。演

出も前回と同じ籔川直子さん。お互

いが駆け出しの頃からよく一緒に

仕事してきました。今や中堅の域に

入った二人、フレッシュな歌手たち

を導いて、素晴らしいプロダクション

を作る一翼を担いたいと思います。

　今回取り上げるのはモーツァル

トの三大オペラの一つ『コジ・ファ

ン・トゥッテ』。若者たちが主役の喜

劇です。アンサンブル・オペラの極

めつけとして難易度が高いのです

が、そこはあふれんばかりの若さ

で乗り越えて、等身大のパフォー

マンスを繰り広げてくれるでしょ

う。次世代のクラシック音楽界を

担う歌手たちのフレッシュなス

テージにご期待ください！


