
大・小ホール  イベント情報

12
月

大阪府立大学吹奏楽部　072-250-2888

ひなぎく幼稚園　0721-52-3214

宮井（藤井）　090-4284-8593

ラブリーホール　0721-56-6100

音楽教室　090-3489-9960（荒木）

ジュエル　090-1950-0523（大岡） ※当日券あり

志村音楽教室　0721-65-0811

清教学園幼稚園　0721-53-3917

河内長野ダンススクール　0721-56-1780

錦渓幼稚園　0721-53-3170

ラブリーホール　0721-56-6100

0721-63-5856（平田）

ラブリーホール　0721-56-6100

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

ビートストレックス河内長野　080-3110-7045
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（要チケット）

1,500円
（完売/当日券なし）

要問合せ

要問合せ

要問合せ

2（土）

3（日）

6（水）

9（土）

10（日）

13（水）

16（土）

17（日）

21（木）

23（土・祝）

24（日）

25（月）

大阪府立大学吹奏楽部　第46回定期演奏会

生活発表会

河内長野吹奏楽団ブルーウインズ　第26回定期演奏会

Suoni ピアノ発表会

クリスマスコンサート

ダンスゾーン2017 （ダンス発表会）

志村音楽教室　ピアノ発表会

クリスマス礼拝祝会

クリスマスダンスパーティー

平成29年度　音楽発表会

シネマdeラブリー「LION ライオン25年目のただいま」

大阪市立大学コンサートバンド　第51回定期演奏会

平田裕一朗ダンス教室 ・ クリスマスパーティー

3Ｄ宇宙映像体験 Vol.1

ゴスペルクワイア Make Us One
Gospel X’mas Concert ～Come Join Us！ゴスペルで何倍も楽しくなるクリスマス～

公　　演　　名公演日 開演時間 場　所 料　金 問　合　せ
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ホワイエ
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ホワイエ
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ホワイエ

大ホール
ホワイエ

1
月

2018

河内寄席実行委員会　090-1581-0171

丸長運送株式会社　0721-52-2845

河内長野市 地域教育推進課　0721-54-0005

ラブリーホール　0721-56-6100

ラブリーホール　0721-56-6100

スタジオ オザキ　0721-54-1105

0721-53-0421（西尾）　080-5636-2845（井戸）

狭山ダンスクラブ　0725-55-1554

ミコンズ　080-5367-0876

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

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
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１面参照

関係者
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無料

２面参照

関係者

３面参照
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… 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。　

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

「えむ展」（日本画・洋画）

手作り雑貨・パン・焼菓子の展示販売  CRAFT PARTY 2017

えのぐの会　0721-63-2834

0721-63-8556（藤塚）
クラフトパーティー事務局（髪の診療所べりかぺり）
0721-53-1911

11/30（木）～12/3（日）
7（木）～11（月）
24（日）

無料

無料

入場無料

問 合 せ

12
月

河内長野市民リフォーム祭

油彩・水彩合同作品展

成人式振袖、卒業式ハカマ レンタル大予約会

スペースアップ富田林店　0120-5252-48

大阪千代田短期大学 生涯学習センター　0721-52-4141

振袖レンタル  ともえ　072-287-8087

6（土）・７（日）
9（火）～13（土）
27（土）・28（日）

入場無料

無料

入場無料

1
月

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～16：00

7（木）～10（日）10：00～17：00
11（月）10：00～16：00

  9（火）13：00～17：00　10（水）～12（金）10：00～17：00
13（土）10：00～16：00

27（土）10：00～19：00
28（日）10：00～17：00

「１人で３役！！トリオの世界」

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
入会
受付中！

■問合せ
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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、
　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

e+ e+（イープラス）
http://eplus.jp（パソコン・携帯）

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。

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

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）

12月9日（土）1階ホールM
14：00開演（13：30開場）
全席指定／おとな前売1,500円こども前売
（中学生以下）1,000円（当日各500円up）
出演／土橋薫（オルガン・お話）、
畑田弘美（ソプラノ）、乃村八千代（ソプラノ）、
松原友（テノール）、矢田部知子（打楽器）、
芹澤紀子（ナレーター）、土橋藍（画）
※3歳以上有料。（2歳以下膝上入場可・
ただし、座席が必要な場合は有料）

「りっく・クリスマス・ファンタジー」
～音と絵と光で楽しむクリスマス～

オルガンと一緒に
LICクリスマス
ファミリーコンサート

2018年1月21日（日）1階ホールM
14：00開演（13：30開場）
全席指定／前売1,000円（当日200円up）
出演／林家染二、林家そめすけ、
林家染太、林家愛染
※未就学児入場不可。
※お正月プレゼント・抽選会もあります。

第56回
りっくぷち寄席
～新春りっく林家一門会～

音楽の絵本
～笑門来福～
2018年1月6日(土) 2階ホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／おとな2,000円　こども
（3歳～中学生）1,500円（当日各
500円up）
※2歳以下無料（おとな1名につき、
1名まで膝上鑑賞可、ただし座席
が必要な場合は有料）
予定曲目／１月１日、ブラスDE
大喜利、お江戸日本橋　ほか

すばる寄席

桂文之助独演会 
2018年1月13日(土) 2階小ホール
14：00開演（13：30開場）
全席自由／1,500円（当日200円up）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
出演／桂文之助、桂弥太郎、豊来
家板里（太神楽曲芸）

2018年4月14日（土）大ホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／一般3,000円
25歳以下1,500円（前売当日共）
指揮：藤岡幸夫（関西フィルハーモニー
管弦楽団首席指揮者）　
管弦楽：関西フィルハーモニー管弦楽団
予定曲／A.メンケン：「美女と野獣」メドレー、
L.シフリン：「ミッション・イン・ポッシブル」テーマ、
J.ウィリアムズ：ジュラシック・パーク 他
※未就学児童の入場不可。
※前売券完売の場合、当日券はありません。
■備考 12/20（水）チケット発売開始

2018年2月15日（木）小ホール
1回目13：00開演（12：30開場）
2回目17：30開演（17：00開場）
全席指定／前売一般2,000円（当日500円up）
出演／劇団紫吹（座長：紫吹洋之介）
※未就学児童の入場不可。
※前売券完売の場合、当日券はありません。

関西フィルSAYAKAホール
特別演奏会 “名曲アワー” 

大衆演劇

劇団紫吹大阪狭山公演

2018

CNプレイガイド
0570-08-9999

C

■休館日のお知らせ

12/19（火）・30（土）・31（日）・1/1（月・祝） ～ 3（水）・16（火）
2018

河内寄席新春特別公演 「桂春蝶 晴れ舞台」

新年研修会

平成30年 成人のつどい

大阪交響楽団 無料公開リハーサル

めざましクラシックス in 河内長野

新春ダンスパーティー

新春「詩吟を楽しむ会」

河内長野アジア友の会 発会式

狭山ダンスクラブ 新春ダンスパーティー

ミコンズ ５にんのコンサート

社交ダンスTODA  パーティー

シネマdeラブリー 「いつまた、君と  何日君再来」

カフェ・コンチェルトシリーズ2017～2018 Vol.４
「Delicious Trumpet」　　　　　　　

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

６（土）
７（日）
８（月・祝）
11（木）

13（土）

14（日）
20（土）
21（日）
27（土）

28（日）

30（火）

4（月）・11（月）・18（月）・25（月）
12（火）・26（火）
27（水）

7（木）・21（木）・28（木）

6（水）

5（火）・12（火）・26（火）

15（月）・22（月）・29（月）
9（火）・23（火）

11（木）・18（木）・25（木）
17（水）・24（水）

9（火）・23（火）・30（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

①  9：30
②13：30

1部  9：30
2部13：15

①11：00
②14：30
③19：00

①15：00
②16：00
③17：00

①11：00
②14：30
③19：00

大阪市立大学コンサートバンド
http://concertband.blog111.fc2.com

河内長野吹奏楽団ブルーウインズ（濱田）
090-4297-7676

公益社団法人 アジア協会 アジア友の会
06-6444-0587

ホーリージュンザイライ

2017年12月30日（土）・31日（日） ・ 2018年 1月1日（月・祝）～3日（水）

◎2018年7月1日（日）～7月31日（火）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（金）は事務室にて受付いたします。

ラブリーホール
年末年始休館日のお知らせ

窓口抽選受付

インターネット抽選受付
（ＰＣ・携帯）

2018年1月4日（木）～10日（水）

2018年1月1日（月・祝）～10日（水）

レストラン「ケイズキッチン」
年末年始休業日のお知らせ

2017年12月29日（金）～31日（日） ・ 2018年 1月1日（月・祝）～3日（水）

市民交流センター（キックス）
年末年始休館日のお知らせ

2017年12月29日（金）～31日（日） ・ 2018年 1月1日（月・祝）～3日（水）
2018年4月1日（日）～29日（日・祝）イベントホール以外のお部屋及び
2018年7月1日（日）～31日（火）のイベントホールの抽選受付について

窓口抽選受付

インターネット抽選受付
（ＰＣ・携帯）

2018年1月4日（木）～10日（水）

2018年1月1日（月・祝）～10日（水）

※毎週月曜日は休館日

　平素はラブリーホールをご利用いただき誠に有
難うございます。
　さて、当館では現在A・B・Cの計3箇所、合計175台
の駐車場をご用意しておりますが、諸般の事情により
2018年3月末日をもちまして、B駐車場を閉鎖することに
なりました。つきましては、2018年4月以降の収容台数は、
A駐車場72台、C駐車場59台の合計131台になります。
　お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、
ご来館に際しては、公共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。

B駐車場閉鎖のお知らせ


