
11(水）・18(水）・25(水）

3(火）・10(火）・24(火）

2（月）・9（月）・16（月）・23（月）
10（火）・24（火）

5（木）・12（木）・19（木）・26（木）

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）

大・小ホール  イベント情報 ■休館日のお知らせ 4/17（火）・5/15（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。

ＱＲコード

info@lovelyhall.com

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

チケット販売所のご案内

公益財団法人 河内長野市文化振興財団

■ 問合せ
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駅前
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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。

4
月

公　　演　　名公演日 開演時間 場　所 料　金 問　合　せ

5
月

大ホール

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

小ホール

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

… 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。（2018年2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。　

18：30

15：00

14：00

19：00

13：30

13:00

12：30

13：00

9：30

9：45

10：00

展示会名開催日 料金 問　合　せ開催時間

ギャラリー  イベント情報

4
月

5
月

〒586-0016 河内長野市西代町12-46

0721-56-6100

59台
Ｃ駐車場

P

P
Ａ駐車場
72台

南海高野線・近鉄長野線
「河内長野」下車 西へ徒歩7分

河内長野
警察署

南
海
高
野
線

近
鉄
長
野
線

至
泉
佐
野 大阪

外
環
状
線

ホンマでっかTV　武田先生が歴史を語る幕末から近代まで

清教学園中・高等学校合唱部 2018年定期演奏会

清教学園幼稚園　入園礼拝式

生長の家講習会

共催ロビーコンサートシリーズ　「ピュア・コンサート」

ピアノの発表会

シネマdeラブリー「カノン」

第28回連合大阪南河内地区メーデー

上條美鈴フルートコンサート Vol．7

沖縄民謡発表会「うりずんの宴」

2018 スプリングコンサート

自民党河内長野青壮年部　090-3723-6290

清教学園中・高等学校合唱部　0721-62-6828

清教学園幼稚園　0721-53-3917

宗教法人 生長の家　大阪教化部　06-6761-2906

ラブリーホール　0721-56-6100

ピュア・コンサート実行委員会（吉年）　0721-55-1263

プティ・アート　0736-36-2128

ラブリーホール　0721-56-6100

連合大阪南河内地区協議会　0721-54-5305

上條美鈴音楽教室　090-7551-9236

残波の会　090-1589-5003（島津）

クラヴィアの会　090-2105-4895

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

無料

無料

関係者

無料

1面参照

2面参照

無料

３面参照

関係者

要問合せ

無料

当日券
1,000円

要問合せ

要問合せ

要問合せ

ヤングアメリカンズ2018 JAPAN TOUR 夏 （ショー）

ピアノ発表会

河内長野フィルハーモニック 練習

友舞流 夢華の会　新舞踊発表会

ありがとう！ 30周年のつどい

第10回 エリカ＆ポピー ダンスパーティー

シネマdeラブリー 「星めぐりの町」

ドラゴンクエストスペシャルコンサート
交響組曲 ドラゴンクエストⅪ　過ぎ去りし時を求めて

10周年 第5回歌って楽しい童謡コーラス
～コンサート＆歌のひろば～

大阪南医療センター市民公開講座 ～第19回がん診療アップデート～
①健康チェックコーナー ②講演会（特別ゲスト：井上あずみ、ゆーゆ親子）

1,000円

１面参照

無料

要問合せ

無料

無料

無料

無料

関係者

３面参照

要問合せ

要問合せ

ラブリーホール　0721-56-6100

河内長野フィルハーモニック　090-3703-1950

コーラスグループ そら　0721-53-5039

友舞流 夢華の会　0721-54-5527

廣瀬 富子　0721-65-1650

エリカ＆ポピー　090-6968-7601（岩本）

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

河内長野市国際交流協会　0721-54-0002
http://jibunmirai.com/ya/

ぴあのまりこ音楽教室　090-1714-2438
http://pianomariko.jimdo.com

独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター
0721-53-5761

日本画とフォトアートの仲間達
0721-65-1249（武井）

❶チケット割引サービス
　 （割引枚数は1公演6枚まで）

❷チケット先行販売
❸ポイントサービス
　 （チケット購入代金の2％を加算）

❹ご招待券をプレゼント
　 （年間数公演に対して抽選） etc…。

ラブリーホール友の会

ＬＬ会員 年会費  
1,500円

ポイントカード会員
（1%ポイント加算）
も入会受付中

無 料年会費

100円入会金

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
をご持参の上、ラブリーホールへ
申込者ご本人様がお越しください。

当財団指定公演のチケット購入時に

ご入会は、

LOVELY NEWS

⑤ラブリーニュース郵送
⑥優待店での各サービス

他にもうれしい特典が！

L会員の
特典

チケットは一般発売日よりも早く、しかも
割引料金でお買い求めいただけます。
※ポイントは次回以降当財団指定公演をお買い求めの際、
　100ポイント単位（100円換算）でご利用いただけます。
※割引枚数は１公演につき6枚まで。

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

※公演により異なる場合がございます。　

　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。
　この度、諸般の事情により2018年3月末日をもちまして、
B駐車場を閉鎖いたしました。つきましては、2018年4月
現在の収容台数は、A駐車場72台、C駐車場59台の合計
131台となっております。
　お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、
ご来館に際しましては、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

13：30

16：00

10：00

10：00

14：00

14：00

12：30

18：30

15：30

11：30

13：30

10：00

19：00

9：30
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大ホール

小ホール

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

小ホール

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

大ホール
ホワイエ

小ホール

小ホール

すばる寄席

春風亭昇太・林家たい平
二人会
4月30日（月・振休）2Fホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／3,500円（当日500円up）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

6月23日（土）2Fホール
15：00開演（14：30開場）
全席指定／前売一般5,000円
高校生以下3,000円（当日各500円up）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
一般発売日4月4日（水）10：00

DRUM TAO
ドラムロック 疾風３

6月23日（土）小ホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／前売一般2,500円 ペア4,500円
　　　　　（当日各500円up）　
予定曲／ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ第5番ヘ長調Op.24「春」、
ベートーヴェン：
ヴァイオリン・ソナタ第7番ハ短調Op.30-2、
ラヴェル：ツィガーヌ　他
※未就学児童の入場不可。
※前売り券完売の場合、当日券はありません。

東京大衆歌謡楽団
～昭和初期の名曲を唄う～
6月2日（土）小ホール
14：00開演（13：30開場）
全席指定／前売一般3,500円（当日500円up）
予定曲目／東京ラプソディ、青い山脈、
誰か故郷を想わざる、旅の夜風 他
※未就学児童の入場不可。
※前売り券完売の場合、当日券はありません。

SAYAKAクラシックススペシャル

正戸里佳（ヴァイオリン）
＆岡田将（ピアノ）
デュオ・コンサート

6月10日（日）1F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／アレックス・ガイ&
　　　吉田愛 オルガンデュオ
※未就学児入場不可。
一般発売日4月7日（土）9：00

LICオルガンコンサート

パイプオルガン・デュオ・
コンサート
～イタリアからの風に乗せて～

チケット購入金額の2%のポイントを加算！

3（木・祝）

4（金・祝）

6（日）

8（火）

13（日）

19（土）

20（日）

27（日）

29（火）

①11：00
②14：30
③19：00

ビートストレックス　レッスン

ビートストレックス　レッスン

河内長野童謡コーラス

河内長野童謡コーラス

河内長野フィルハーモニック 練習

1（日）

3（火）

8（日）

15（日）

21（土）

22（日）

26（木）

27（金）

28（土）

30（月・振休）

カフェ・コンチェルトシリーズ2018～2019Vol.1
「MILD TENOR」

7（月）・14（月）・21（月）・28（月）
1（火）・22（火）

10（木）・17（木）・24（木）31（木）

9（水）・16（水）・23（水）

①11：00
②13：00

①11：00
②14：30
③19：00

※駐車場の収容台数に限りが
　ございますので、ご来館の際は、
　公共交通機関をご利用ください。
（開場時間 8：45～22：00）　

［お願い］

14（土）・15（日）

21（土）・22（日）

あ～とごっこ水彩画　作品展

四季の書と水彩

無料

無料10：00～18：00

14（土）10：00～18：00
15（日）10：00～16：00

10（木）～13（日）

16（水）

19（土）・20（日）

25（金）・26（土）

5/30（水）～6/3（日）

第8回展 日本画とフォトアートの仲間達

アロハサマーフェスティバル リハーサル

なごみ会 第14回習作展

トールペイント作品展

河内長野写真クラブ 写真展

ハーラウ オ リリノエ　090-4308-8995（岡本 ふく子）

なごみ会　0721-35-7698

あとりえ 花かのん　0721-33-3835

河内長野写真クラブ　090-7488-0255

あ～とごっこ　0721-65-6123　

川西麗江・中澄早苗　0721-21-4189

無料

関係者

無料

無料

無料

9:30～11：30

19（土）10：00～17：00
20（日）10：00～16：00

10（木）～12（土）9：30～18：00
13（日）9：30～16：00

25（金）10：00～17：00
26（土）10：00～16：00
30（水）～6/2（土）9：00～19：00
6/3（日）9：00～17：00


