
7月から教養講座―文化編―、8月から大学連携講座―大阪大谷
大学編―が始まる予定です。詳細は7月号広報・ホームページ等で
お知らせいたします。  

次回
予告

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。

SAYAKAホール 
tel:072-365-9590（チケット専用）

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）

8月19日（土）大ホール
11：00開演（10：30開場）
全席自由／一般1,200円
こども（小学生以下）800円
親子ペア1,500円（当日共）
予定曲目／アイネ・クライネ・ナハトム
ジーク、トルコ行進曲、となりのトトロ、
ディズニーメドレー  他
※2歳以下ひざ上鑑賞無料（保護者1名につき
1名まで）。但し、お席が必要な場合は有料。
前売り券完売の場合、当日券はありません。

6月17日（土）1階  ホールM 
14：00開演（13：30開場）
全席自由／前売1,000円（当日200円up）
出演／土橋薫（オルガン）、
畑田弘美（ソプラノ）
※未就学児入場不可

8月27日（日）1階  ホールM 
14：00開演（13：30開場）
全席自由／前売：おとな1,200円
こども(中学生以下)500円
親子ペア券1,500円  ※各当日300円up
出演／大阪交響楽団、
新井宗平（うた）、山本かずみ（うた）、
羽曳野少年少女合唱団、富田林少年
少女合唱団

ドリームコンサート
～ジブリの思い出がいっぱい～
10月9日（月・祝）大ホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／一般3,000円、高校生以下
2,000円、親子ペア4,500円（当日各500円up）
出演／［語り］島本須美  
［歌］Sinon、inori、木下葉菜美
［管弦楽］ジャパン・ドリーム・オーケストラ
予定曲目／『となりのトトロ』となりのトトロ、
さんぽ、『魔女の宅急便』めぐる季節（海の見える街）、
『千と千尋の神隠し』いつも何度でも、
『崖の上のポニョ』崖の上のポニョ  他
※3歳以上有料、2歳以下の入場不可。
前売り券完売の場合、当日券はありません。

大・小ホール  イベント情報

That’sが～まるちょばSHOW!
+ロッケンロールペンギン

親子で楽しむ
０歳からの
クラシックコンサート

LICオルガンコンサート　
歌は響く、
オルガンと共に

オオサカ・シオン・ウインド・
オーケストラ・ソロイスツ

吹奏楽
ファミリーコンサート

家族みんなで楽しめる
クラシックコンサート
音楽のおくりもの 8月20日（日）2Fホール

①11：00　②14：00
全席指定／おとな1,500円　こども
1,000円（各当日共）
親子ペア2,250円（前売のみ）
※「こども」は3歳～小学生
※2歳以下無料（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）
※親子ペア券はすばるホール又
はローソンチケットのみ取り扱い。

8月12日（土）2Fホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／一般4,000円　高校生
以下3,000円（各当日共）
※4歳未満のお子様の入場はご遠
慮ください。

■休館日のお知らせ 6/20（火）・7/18（火）

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。

チケット販売所のご案内

キ キックス3階事務室
0721-54-0001
河内長野市昭栄町7-1
（毎週月曜日休館）

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。

6
月

ラブリーホール　0721-56-6100

ラブリーホール　0721-56-6100

初芝富田林中学校高等学校　0721-34-1010

阪神国公立大学吹奏楽連盟　bandoperon@yahoo.co.jp

エレガンス　0721-63-7400

ラブリーホール　0721-56-6100

大阪府立長野高等学校　0721-53-7371

あかほしピアノ教室　0736-33-4467

七望流蕎麦道場天野会　0721-53-4100

ラブリーホール　0721-56-6100

歌声大集合実行委員会　0721-63-5541（今須）

ラブリーホール　0721-56-6100

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　078-200-3070

河内長野フィルハーモニック　090-3703-1950

14：00

14：00

13：00

19：00

14：30

13：30

12：00

20：00

13：15

14：00

10：00

14：00

19：00

大ホール

大ホール

小ホール

大ホール

小ホール

大ホール

小ホール

大ホール

小ホール

小ホール

大ホール

小ホール

大ホール

小ホール

小ホール

2面参照

1面参照

関係者

2面参照

関係者

無料

2,000円

2面参照

関係者

無料

無料

3面参照

2面参照

要問合せ

要問合せ

要問合せ

4（日）

11（日）

13（火）

15（木）

17（土）

18（日）

21（水）

22（木）

24（土）

25（日）

27（火）

29（木）

30（金）

第21回緑の街ふれあいコンサート　田尻洋一新世界を弾く！

平成29年度定時総会

初芝富田林中学校高等学校　高1進学講演会

阪神国公立大学吹奏楽連盟　第45回合同演奏会

ロングロングダンスパーティー

芸術鑑賞会  わらび座「げんない」

第9回みんなのピアノコンサート

シネマdeラブリー「オケ老人！」

うえしまみつよ歌声大集合2017

ラブリーホール新人演奏会2017

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

河内長野フィルハーモニック　練習

①11：00
②14：30
③19：00

14（水）・21（水）・28（水）

13（火）・27（火）

12（月）・19（月）・26（月）
27（火）

1（木）・15（木）・22（木）

7
月

島田　090-8448-4147

ママさんブラスmilk-tea　0721-63-1550

岡本音楽教室　080-5367-0876

大阪府立河南高等学校　0721-23-2081

大阪府立富田林高等学校　0721-23-2281

ラブリーホール　0721-56-6100

井戸　080-5636-2845

初芝富田林中学校高等学校　0721-34-1010

河内寄席実行委員会　090-1581-0171

初芝富田林中学校　0721-34-1010

唄の祭典事務局　080-3817-7077

ラブリーホール　0721-56-6100

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　078-200-3070

河内長野フィルハーモニック　090-3703-1950

14：00

14：00

13：00

13：15

13：00

13：30

14：30

13：30

13：30

13：30

10：30

14：00

13：30

9：40

14：00

10：00

19：00

小ホール

大ホール

小ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

小ホール

小ホール

大ホール

小ホール

大ホール

小ホール

小ホール

小ホール

大ホール

小ホール

小ホール

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

無料

無料

無料

関係者

関係者

3面参照

関係者

無料

関係者

無料

無料

関係者

2面参照

要問合せ

要問合せ

要問合せ

1（土）

2（日）

10（月）

11（火）

13（木）

15（土）

16（日）

22（土）

23（日）

24（月）

25（火）

30（日）

楽しくなきゃ KOTO CONCERT

第5回 ホッとミルクティーファミリーコンサート

大阪府立河南高等学校 芸術鑑賞会

大阪府立富田林高等学校 芸術鑑賞会

シネマdeラブリー 「永い言い訳」

チャリティーコンサート 「楠公を詠ず」

初芝富田林中学校高等学校 高3進学説明会

河内寄席特別公演　吉弥・春蝶ふたり会

河内長野市音楽フェスティバル

初芝富田林中学校 第2回海外研修説明会

たきのえいじ 心の祭典 vol.2

松原 光 チェロコンサート

ハートフルコンサート

河内長野市人権教育研究会 夏季研修

大ホール
ホワイエ5（水）・12（水）

4（火）・11（火）・25（火）

ビートストレックス　レッスン

河内長野童謡コーラス

河内長野フィルハーモニック　練習

3（月）・10（月）
4（火）・11（火）

6（木）・13（木）・20（木）

①11：00
②14：30
③19：00

… 主催事業 … 共催事業公演名 公演名

※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。（2017年4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。　

9：30

9：45

9：30

9：45

10：00

19：00

ギャラリー  イベント情報
翠苑と紫草の二人展 書と花

パナソニックが見据える今後の介護ロボット

蓮生会（松井 和生）

8（土）・9（日）

13（木）

21（金）～23（日）

無料

関係者

無料

7
月

第22回全日本素人そば打ち名人大会
関西予選大阪河内長野大会

公益社団法人 河内長野市シルバー人材センター
0721-65-0256

緑の街ふれあいコンサート実行委員会
0721-52-2613（南）

ピアノ・フルート発表会 ロマン派へのあこがれ
～マイ ベスト ワン～

カフェ・コンチェルトシリーズ  2017～2018 Vol.２
「Spicy Tango」　　　　　　　

e+ e+（イープラス）
http://eplus.jp（パソコン・携帯）

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

C CNプレイガイド
0570-08-9999

ボランティア魅力発見講座
～すきこそボランティアなれ～
日 程／7月2日（日）13：30～16：30　場 所／市民交流センター（キックス）
定 員／100名（申込み先着順）

キックス 検索

申込・お問合せ先
くろまろ塾事務局 TEL 0721-54-0001

河内長野市民大学くろまろ塾
〈本部講座のご案内〉

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）　

河内長野市立市民交流センター（キックス）

転ばぬ先の…生きた法律講座  Part Ⅱ

生殖補助医療と法律上の親子関係 法学部  教授　永水 裕子

法学部  教授　田中 志津子自分以外の行為による損害賠償責任

犯罪と法

相続と法

法学部  准教授　江藤 隆之

① 6/23（金）
② 6/30（金）
③ 7/ 6 （木）
④ 7/14（金）

受講料
あり全４回

受講料
無料

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

法学部  准教授　花元　彩

河内長野市立市民交流センター（キックス）は6月11日（日）設備点検のため
臨時休館いたします。当日が市民交流センター利用料の入金及び還付の
締切日に当たる場合は6月10日（土）までにキックスへご来館ください。

キックス臨時休館日のお知らせ

大学連携講座
－桃山学院大学編－

申込受付中 

6/6（火）より電話及び
ホームページにて受付

申　込 

HAPA　「HAPA MELE HULA HOU」
～ミュージック＆フラ　コンサート～

河内長野マイタウンオペラVol.15
オッフェンバック 「ホフマン物語」

前売券500円
(当日券の販売なし)

大人2,000円
学生1,000円

前売 2,500円
当日 3,000円

2,000円
（前売・当日）

河内長野市音楽フェスティバル実行委員会
0721-52-2702

リヒト・チェロ企画　090-3703-1950
高校生以下・障がい者割引　1,000円

河内長野市人権教育研究会　
代表 0721-53-1371（千代田小学校）

みゆき ぴあの教室
みずほ ぴあの教室 080-1523-0266

故 向井セツ子氏  追善作品展
併 蓮生会  和泉教室 心なごむやさしい仏画展　　　　　　　　　　　　　

8（土）10：00～19：00
9（日）10：00～16：00
10：30～12：00
13：30～15：00

21（金）・22（土）10：00～17：00
23（日）10：00～16：00　　

紫翠会　竹下紫草　0721-54-1405
　　　　藤木翠苑　0721-52-3627　　
パナソニックエイジフリーショップ河内長野
0721-50-1388

乳幼児大歓迎！

こと　  こんさーと

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

TEL 0721-56-6100

■問合せ

市役所

長野小 ノバティ
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至富田林至堺

南海高野線・近鉄長野線
「河内長野」下車 西へ徒歩7分

Ａ駐車場
72台

59台44台 Ｃ駐車場Ｂ駐車場　

駅前
ロータリー

至
泉
佐
野

河
内
長
野
駅

※駐車場には限り（175台）がありますので、
　できる限り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

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。

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

出品料 無料

■期間／平成29年7月10日(月)～9月3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。展示台は上記をご参照ください。

■申し込み
6月1日(木)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。

［展示内容］

■第一部　 講演会
講師：大阪大谷大学 人間社会学部 准教授  岡島 克樹

■第二部 パネルディスカッション

Make Us One Gospel Summer Concert
～ひとつひとつに想いを込めて～

地域で活躍する6名のパネラーと講師の岡島先生にも
参加いただいて「私にとってのボランティア」について
熱く語っていただきます。  

［プログラム］
13：00 受付開始
13：30 開会・挨拶 
13：35 講演会 
14：50 休憩 
15：00 パネルディスカッション
16：20 質疑・応答
16：30 閉会  


