
第三回

2017年8月19日（土）10時00分～18時00分2017年8月19日（土）10時00分～18時00分

会　場／LICはびきの全館会　場／LICはびきの全館

がやって来るがやって来るLICにLICに

8月20日（日）10時00分～16時00分8月20日（日）10時00分～16時00分

主催／羽曳野市主催／羽曳野市

内　容／体験コーナー
縁日コーナー
飲食コーナー

琉球舞踊・琉球音楽コンサート

シネマパラダイス　他 
沖縄物産店

内　容／体験コーナー
縁日コーナー
飲食コーナー

琉球舞踊・琉球音楽コンサート

シネマパラダイス　他 
沖縄物産店

Let’s Try ! エコアクション !Let’s Try ! エコアクション !

会　場／LICはびきの全館
内　容／ステージショー・軽食コーナー
　　　　エコブース・シネマパラダイス
　　　　縁日コーナー　他

会　場／LICはびきの全館
内　容／ステージショー・軽食コーナー
　　　　エコブース・シネマパラダイス
　　　　縁日コーナー　他

2017年7月22日（土） 10時00分～16時00分2017年7月22日（土） 10時00分～16時00分
7月23日（日） 10時00分～15時00分7月23日（日） 10時00分～15時00分

縁日コーナーで遊んでいただくには「縁日券（1枚300円）」が必要
になります。
お得な縁日回数券「1枚1,000円・縁日3回＋引換券（縁日1回又
は一部の飲食ブースでのご利用）」もございます。
※縁日券・縁日回数券は当日、総合受付カウンターにて販売。

前売りで「縁日回数券」をお得にゲットしてください！
　通常料金 1,000円 → 前売り料金 900円
　発売期間／2017年7月10日（月）9時～20日（木）21時まで
※前売り「縁日回数券」の枚数には限りがございますので。
　枚数に達し次第前売りを終了させていただきます。
※一旦ご購入いただいた券類の返金・換金はいかなる理由が
　ありましても致しませんので、ご注意ください。

縁日券・縁日回数券のお知らせエコイベント 2017エコイベント 2017

エコイベントと同時開催！！（雨天決
行）

申込方法／往復はがきでお申込みください。
　　　　※詳細はお問合せください。
　　　　※応募者多数の場合は抽選となります。
　　　　※ご応募は出店者説明会に出席できる方に限らせていただ
　　　　　きます（代理人可）。
　　　　※はがき1枚につき1日の申込となります。出店料／各日3,000円

説明会／2017年7月7日（金） 19時00分～
申込締切／2017年6月28日（水）必着

会　場／交流広場（屋外）
ブース数／各日20ブース（3m×3m）

申込方法／往復はがきでお申込みください。
　　　　※詳細はお問合せください。
　　　　※応募者多数の場合は抽選となります。
　　　　※ご応募は出店者説明会に出席できる方に限らせていただ
　　　　　きます（代理人可）。
　　　　※はがき1枚につき1日の申込となります。出店料／各日3,000円

説明会／2017年7月7日（金） 19時00分～
申込締切／2017年6月28日（水）必着

会　場／交流広場（屋外）
ブース数／各日20ブース（3m×3m）

2017年7月22日（土）・23日（日）  9時00分~15時00分2017年7月22日（土）・23日（日）  9時00分~15時00分
LIC deフリマLIC deフリマ

主催／羽曳野市主催／羽曳野市

チケットは2017年4月15日（土）9時00分より発売となります。チケット販売所 チケットは2017年4月15日（土）9時00分より発売となります。

主催／羽曳野市主催／羽曳野市

2017年6月11日（日）14時00分（13時30分開場）2017年6月11日（日）14時00分（13時30分開場）
会　場／ホールM　　　入場料／一般前売 指定席 1,000円（当日500円増・未就学児入場不可）
出　演／林家 染二・林家 菊丸・笑福亭 由瓶・林家 染吉・《三味線》はやしや福
会　場／ホールM　　　入場料／一般前売 指定席 1,000円（当日200円増・未就学児入場不可）
出　演／林家 染二・林家 菊丸・笑福亭 由瓶・林家 染吉・《三味線》はやしや福

羽曳野市立生活文化情報センター 情報誌 2017年 春号

文化と暮らしの情報満載！羽曳野市から発信する地域密着エンターテイメント情報誌　季刊8万部発行

掲載のイベント内容等は予告無く変更・中止になる場合がございます。 編集・発行／編集・発行／







締　切 4月12日（水）必着

説明会 4月21日（金）19時00分LICはびきの

出店料 5,000円

ブース数 48ブース（2m×3m）

申込条件 説明会に必ず参加できる方
（代理人可）

会　場 LICはびきの 1Fアトリウム（屋内）

申込方法 往復はがきで申込み
（応募者多数の場合は抽選）  

・住所
・氏名
・電話番号
・年齢
・主な出店品目

返信

応募者様の

住所・氏名

-52円
切手

何も書かないで

ください。

-5 8 3 8 5 8 4

往信

羽曳野市誉田4-1-1

羽曳野市役所

市民協同ふれあい課

フェス♡ de フリマ係

52円
切手

<往復はがきの記入例＞

5月5日 9時00分～16時00分（金・祝）

大阪エヴェッサ大阪エヴェッサ大阪エヴェッサ
チアダンススクール無料体験会チアダンススクール無料体験会

『5月8日よりチアダンススクール開講予定』

クラス1　18時00分～19時00分　4歳～小学3年生
クラス2　19時30分～20時30分　小学4年生～中学生

定員　各20人

はびきのコロセアム
　　  072-937-3123

日時：4月17日（日）18時00分～19時00分
会場：はびきのコロセアム フリールーム3
対象：4歳～中学3年生（市外の方も可）
定員：30人（先着）
持物：動きやすい服装・上靴・飲み物・着替え
申込：4月3日（月）
　　　9時00分～はびきのコロセアムにて直接お申込み。定員になり次第、受付終了。
　　　10時00分～電話受付可。ただし、直接お申込みで定員を超えた場合は受付不可。

日　時／ 2017 年 5月 12 日 ( 金 )　13時00分開演（12時30分開場）
会　場／大ホール ( 全席指定 )
料　金／一般：4,500円（当日500円増）
出　演／渋谷天外、藤山扇冶郎、曽我廼家寛太郎、月亭方正（落語）他
備　考／未就学児の入場不可
　　　　前売り券完売の際、当日券はございません。

私の街でクラシック Vol.19
母の日によせて　音の花束
日　時／ 2017 年 5月 7日 ( 日 )　14時00分開演
会　場／ 2F リハーサル室（自由席）
料　金／一　般：1,000円　高校生以下：500円（当日各200円増）
備　考／朗読：藤田千代美（関西芸術座）
　　　　奥田章子（Vn）、植田延江（Vla）、成宮彩華（Pf）
　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。
　　　　※会場ではスリッパに履き替えていただきます。

日　時／ 2017 年 6月 25 日 ( 日)　17時00分開演
会　場／ 2F ホール（全席指定）
料　金／一　般：4,300円　高校生以下：3,000円（当日各500円増）
備　考／ 4歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。
　　　　 4 月 9日（日）発売

DRUM TAO
舞響～ Bukyo ～踊る○太鼓2

松竹新喜劇爆笑公演
「新・親バカ子バカ」「お染風邪久松留守」「月亭方正の落語」

さやか寄席　桂米朝一門会
日　時／ 2017 年 5月 20 日 ( 土 )　14時00分開演（13時30分開場）
会　場／大ホール ( 全席指定 )
料　金／一般：3,500 円（当日500円増）
出　演／桂ざこば、桂南光、桂文之助、桂南天、桂雀太、桂りょうば
備　考／未就学児の入場不可
　　　　前売り券完売の際、当日券はございません。

河内長野マイタウンオペラVol.15
オッフェンバック作曲「ホフマン物語」
<原語上演・日本語字幕付き・全5幕>

日　時／ 2017 年 6月 11 日 ( 日 )　14時00分開演（13時30分開場）
会　場／大ホール（全席指定）
料　金／ S席：6,500円　A席：4,500円　B席：2,000円　学生：2,000円
指　揮／牧村邦彦
演　出／中村敬一
合唱指揮／田中希美
管弦楽／大阪交響楽団
出　演／ホフマン：千代崎元昭
　　　　ニクラウス /ミューズ：橘知加子
　　　　ミラクル博士 他：松澤政也
　　　　オランピア：古瀬まきを
　　　　アントニア：平野雅世
　　　　ジュリエッタ：木澤佐江子　ほか
合　唱／河内長野マイタウンオペラ合唱団
備　考／ 6歳未満のお子様の入場はご遠慮下さい。
　　　　 S席のみの取扱いをお願いいたします。
　　　　 4 月 8日（土）発売

WA

オラトリオ「ヤマトタケル」特別演奏会 13：00（12：00 開場）～16：00 一般入場可／前売2,000 円・当日2,500 円
オラトリオ「ヤマトタケル」特別演奏会実行委員会
Tel.090-3037-2023

25（日）

22（土）
第12 回 パイプオルガンコンサート
オルガンでおくる珠玉の名曲

14：00（13：30 開場）～16：45 一般入場可／無料 はびきのオルガン研究会 代表大野 Tel.080-1451-8697

2（日） 大阪府立東住吉高等学校吹奏楽部 第41回定期演奏会 13：30（13：00 開場）～15：30 一般入場可／無料 大阪府立東住吉高等学校吹奏楽 Tel.06-6702-3838

29（土） 第1回 ピアニスト寿明義和ピアノリサイタル 14：30（14：00 開場）～16：00 一般入場可／前売3,000 円・当日3,500 円 ピアニスト寿明義和後援会 Tel.0721-23-5964

27（土） 第18回 華咲き会カラオケ発表会 9：00（8：45 開場）～16：00 一般入場可／ 1,000 円 クラウン歌謡学院華咲き会 Tel.072-949-5061

14：00（13：30 開場）～16：30 一般入場可／無料
第4回 ジョイント・コンサート
「歌の輪・人の和・みんなでワァ！」

代表 博田眞弓 Tel.072-958-637328（日）

藤扇寿々祥 Tel.072-953-2783羽曳野舞踊 交流会 11：00（10：30 開場）～17：00 一般入場可／無料18（日）

4月

5月

6月

すばるホール　0721-26-2060 ラブリーホール　0721-56-9633SAYAKAホール　072-365-9590

チケット販売所

お
問
合
せ

施設のご利用受付・チケットのご予約は9時00分～22時00分

072-950-5504チケット予約
専用ダイヤル072-950-5500施設のご利用

各種お問合せ

URL E-mailhttp://www.lic-habikino.jp/ lic@minorinosato.com

募集中


