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12⁄21 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
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

※ラブリーホールでは電話予約はできません（Ｌ会員は除く）。

木

￥900（前売・当日）　

   1⁄30

監督／深川栄洋
出演／尾野真千子、向井理、岸本加世子、駿河太郎  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！！

LION 25年目のただいま
いつまた、君と  何日君再来

ロ Ｌコード：51901
ロ Ｌコード：51960

LION
25年目のただいま

監督／ガース・デイヴィス
出演／デヴ・パテル、ルーニー・マーラ
　　　ニコール・キッドマン、デヴィッド・ウェンハム  他

主催／（公財）河内長野市文化振興財団

Ⓒ2017「いつまた、君と  何日君再来」製作委員会

Ⓒ2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

ラ すキ ニチケット販売所 S

114分

119分

医療連携講座　－大阪南医療センター編－

放射線治療ってどんなん？
放射線治療のギモンと
最新の放射線治療について
日程：12月20日（水）14：00～15：30
講師：大阪南医療センター　放射線科医師　荻野　亮 
場所：市民交流センター（キックス）　　　　
定員：280名（申込み先着順）

電話及び
ホームページ
にて受付中

申　込 

教養講座　－歴史編－

2018年1/5（金）より
電話及び
ホームページ
にて受付

申　込 

受講料
あり

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／平成30年1月15日(月)～3月25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(金)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］

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

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

◎申込は電話 および ホームページにて受付

http://www.kiccs.jp

受講料
無料

時間：14：00～15：30
場所：市民交流センター（キックス）
料金：各回500円
定員：各280名（申込み先着順）

大学連携講座　－高野山大学編－

弘法大師と高野山

受講料
あり全4回

弘法大師空海の生涯 Ⅰ 入唐前の軌跡
弘法大師空海の生涯 Ⅱ 上は国家の奉為にして、
　　　　　　　　　　下は諸の修行者のために
　　　　　　　　　　　　  　　

高野山の歴史と文化 Ⅰ 文化財保存への取り組み
高野山の歴史と文化 Ⅱ 高野山ゆかりの人  々 近代編
　　　　　　　　　　　　

①2018年1/26（金）
②2018年2/ 6 （火）

③2018年2/ 9 （金）
④2018年2/23（金）

12/5（火）より
電話及び
ホームページ
にて受付

申　込 

講師：文学部 助教　櫻木　潤

講師：文学部 教授　奥山　直司

華麗なる昭和 ～恩賜講堂とその時代～
時間：14：00～15：30
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）

全5回

①2018年1/31（水）

②2018年2/14（水）

③2018年2/22（木） 

④2018年2/28（水）

⑤2018年3/ 8 （木）

1928年の明治維新60年記念と昭和大礼

近代即位儀礼の装束

象徴天皇制とは何か？ ～昭和と平成の違い～

関西の鉄道と社寺参詣～娯楽とナショナリズムの交錯～

恩賜講堂と楠公顕彰

京都大学人文科学研究所 教授　高木　博志

滝川中学校高等学校 教諭　津田　大輔

神戸女学院大学文学部 准教授　河西　秀哉

九州産業大学商学部 准教授　平山　昇

地域文化遺産啓発専門員　尾谷　雅彦

河内長野市民大学くろまろ塾 〈本部講座のご案内〉河内長野市立市民交流センター（キックス）

均一本コーナーも
充実！

児童書コーナー
あります！場所：河内長野市立文化会館（ラブリーホール）会議室2

　　（南海・近鉄「河内長野」駅より徒歩約7分）

お問い合わせ先：ロビン・ブックセンター
〒585-0035  大阪府南河内郡河南町寛弘寺269-3　☎0721-21-6422　　080-6204-0091

12月23日（土・祝）～24日（日）

2017年

年忘れ
ロビンの古本祭
第3回

in 河内長野

10：00～17：00（最終日は16：00まで）

大阪古書組合加盟のロビンが、河内長野で古本の販売会を開催！
いい本と出会って、良い年を迎えてください。

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

https://www.facebook.com/lacerise1987
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
小学校

コノミヤ

ラ・スリーズ

MAP

クリスマス
ケーキ
ご予約
受付中！

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？

6号6号

5号

いつまた、君と
何日君再来
ホーリージュンザイライ 

Reportラブリーホール事業

2018

ラブリーホール

2017クリスマスイルミネーション

ぴ e+ ニ Sす はチケットぴあロローソンチケット e+（イープラス） ニシバタ楽器千代田センター すばるホール SAYAKA ホール LIC はびきのC CNプレイガイド

オープニングセレモニー

第63回 河内長野市文化祭
「文化の環  人との和  心のわ」

期間：10月27日㊎～11月6日㊊
会場：ラブリーホール、キックスほか　

期間中は9,000人を超えるご来場者があり、10年目となりました“文化祭
スタンプラリー”も多くの方々にご参加いただきました。地元企業や
団体などスタンプラリーの景品をご提供いただいたみなさま、ご協力
ありがとうございました。

Report 「古典の日」普及啓発事業　　　　　　～古典の継承・文化に触れる・心をつなぐ～
を開催しました。

文化祭スタンプラリー

11/1 ㊌
 リハーサルルーム
「能楽を楽しんでみよう」

謡曲

11/5 日 
ギャラリー
「水墨画と気の話」

水墨画

in かわちながの2017

Lovely ラブリーハロウィーン

日常の食用とは違った硬さのかぼちゃに
大人の方々もびっくり。お子様と一緒に思
い思いの顔に仕上げました。

今年で11年目をむかえたラブリーハロウィーン。気
持ちよい秋晴れの日となり、マルシェもワークショップ
も賑わいました。「仮装！？ファミリーコンサート」では
河内長野吹奏楽団ブルーウインズの演奏に合わせ
て、歌のお姉さんと歌ったり、踊ったりの楽しいコン
サートとなりました。

仮装！？ファミリーコンサート 10.9

かぼちゃのランタン作り 10.22

今年も装飾テーマは“宇宙”
どんなイルミネーションになるか
ご期待ください角材に巻いた

イルミネーション 巻いてからも再度点灯チェック イルミネーションを巻いた木枠の組み立て

12月の恒例行事として定着しましたイルミネーションの装飾
は、今年で13年目を迎えました。これらすべての作業は1回目
から職員やスタッフで行ってきました。今年も地元企業のみ
なさまや個人の方々より、イルミネーション実施費用として
多くの寄附金をいただきましたこと厚く御礼申し上げます。

ラブリーホール職員一同

点灯期間：12⁄1（金）～25（月）17時～23時

サキタハヂメ氏の楽曲、いいむろなおき氏のパントマイム、奥河内オリジナル楽器、歌、踊り、太鼓、
地車囃子… 人と自然を描く河内長野ならではの音絵巻を、満員のお客様と共に奏でました。
サキタハヂメ氏の楽曲、いいむろなおき氏のパントマイム、奥河内オリジナル楽器、歌、踊り、太鼓、
地車囃子… 人と自然を描く河内長野ならではの音絵巻を、満員のお客様と共に奏でました。

かわちながの世界民族音楽祭２０１７かわちながの世界民族音楽祭２０１７かわちながの世界民族音楽祭２０１７かわちながの世界民族音楽祭２０１７


