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光の生き物たちが多数登場する、海遊館らしい冬のイルミネーション！ 自分の動きに合わせて色が変

わるインタラクティブステップが登場。その他にも、今まで以上に光の生き物たちが登場し、楽しく海の光の

世界をお楽しみいただけます。

１．日 程：～平成 29年 3月 5日（日）

（休館日：平成 29年 1月 11日（水）･ 12日（木）、

2月 15日（水）･ 16日（木）を除く）

２．場 所：海遊館周辺一帯

３．時 間：17:00～22:00（一部 17:00～20:00）

４．観覧料金：無料（一部、要海遊館入館）

今年で24回目を迎える恒例のイベントです。ジンベエザメの「遊ちゃん」

「海くん」やカマイルカと共にサンタダイバーがクリスマス気分を贈ります。

１．開催期間：12月 25日（日）まで

２．場 所：「太平洋」水槽、「タスマン海」水槽

３．観覧料金：無料（海遊館入館料に含む）

開催17回目となるペンギンパレード。オウサマペンギンたちがお客様の目の前を行進すると、歓声がわ

きあがります。がんばってヨチヨチ歩くペンギンや、時に立ち止まってぼんやりするペンギンなど、個性豊か

でかわいらしい姿をご覧ください。

１．開催期間：12月 26日（月）～平成 29年１月 3日（火）、

7 日（土）～9日（月・祝）

２．開催場所：海遊館前イベント広場

３．観覧料金：無料（但し、海遊館入館には別途入館料必要）

◇海遊館入館料金（入館券は、当センターであっせんしています）

区分 会員価格 通常価格

大人（高校生以上） １,５００円 ２,３００円

こども（小・中学生） ７５０円 １,２００円

幼児（４歳以上） ４００円 ６００円

◆イベントのお問い合わせ先 ０６－６５７６－５５０１（海遊館インフォメーションカウンター）

※紹介した内容はイベントの一部です。また、各イベントは都合により内容を変更する場合があります。

※写真はすべてイメージです。

◇乗車料金（３歳以上）

区分 会員料金 一般料金

乗車料金 ６００円 ８００円

海遊館ウィンターイルミネーション

冬の風物詩 水槽からメリークリスマス！「サンタダイバー」

よちよち歩きの大行進！ 「ペンギンパレード」

天保山大観覧車（海遊館横） 会員・同居のご家族限定

チケットは、会員・同居のご家族限定
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１．開催期間（入園期間）：２０１７年１月４日（水）～３月１７日（金）※土・日・祝日を含む全日

◇上記期間中「東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ」「東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ」いずれかのパークを１日ご利用いただけます。

◇入園保証はございません。（入園制限中のパークのご利用は出来ません）

◇サンクス・フェスティバルパスポート購入方法（利用者専用サイトから印刷してください）

【ＵＲＬ】dcp.go2tdr.com【ＩＤ】dcpt2016＿4【パスワード】thanks04

印刷した「パスポート購入申込書」に必要事項を記入し、チケット窓口にご提出ください。

※ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ団体番号「１１９３」・団体名「一般財団法人大阪労働協会」と記入ください。

※購入申込書１枚につき、５名まで購入可能です。

◇利用券（５００円券）は、年度内２回までご利用出来ます。（会員及び同居の家族数まで）

・利用券（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用券）申込書は、当センターホームページの各種様式内⑪を印刷して

いただき、必要事項をご記入の上、当センターへＦＡＸしてください。（利用券は郵送します）

２．サンクス・フェスティバル期間中の特別価格

区 分 一般料金
「ｻﾝｸｽ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄご利用の場合

「ｻﾝｸｽ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄと
利用券を併用した場合

大人（１８歳以上） ７,４００円 ６,５００円 ６,０００円

中人（１２～１７歳） ６,４００円 ５,６００円 ５,１００円

小人（４～１１歳） ４,８００円 ４,２００円 ３,７００円

コーポレートプログラム限定アトラクションもショーも楽しむ２ＤＡＹＳ

◇宿泊対象期間：２０１７年１月４日（水）～９月３０日（土）

◇プランの詳細・お申込みは、ｄｃｐ．ｇｏ２ｔｄｒ．ｃｏｍ（ＰＣ、モバイル共通）

予 約 期 間：チェックインの６ヶ月前の１１：００から１０日前の２３：５９まで

※ログイン時に次のプランパスワードを入力してください。プランパスワード DCPPKG2016（有効期限2017年3月31日）

※ご予約の際は、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでのユーザー登録が必要です。

◇公 演 日：平成２９年３月２４日（金）

１９：００開演（１８：３０開場）

◇出 演：石川綾子（ヴァイオリン）

◇販売枚数：売切れ次第終了になります。

◇会 場：八尾プリズムホール

◇会員価格：２,７００円（一般価格３,０００円）

◇申込締切：１２月１６日（金）

注）申込み後の変更、キャンセルは出来ません。

映画券
情報

ＭＯＶＩＸ券１,２００円（有効期限Ｈ２９年１月末迄） 共通券１,０００円（有効期限：Ｈ２９年３月末迄）

東宝券１,１００円（有効期限：Ｈ２９年３月末迄） あべのｱﾎﾟﾛｼﾈﾏ１,０００円（有効期限：Ｈ２９年４月末迄）

東東京京デディィズズニニーーリリゾゾーートト・・ココーーポポレレーートトププロロググララムム「「ササンンククスス・・フフェェスステティィババルル」」パパススポポーートトののおお知知ららせせ東東京京デディィズズニニーーリリゾゾーートト・・ココーーポポレレーートトププロロググララムム「「ササンンククスス・・フフェェスステティィババルル」」パパススポポーートトののおお知知ららせせ

会員・同居の

ご家族限定

東東京京デディィズズニニーーリリゾゾーートト・・ココーーポポレレーートトププロロググララムムごご利利用用のの皆皆様様へへ

東東京京デディィズズニニーーリリゾゾーートト・・ババケケーーシショョンンパパッッケケーージジススペペシシャャルルププラランンののごご案案内内

東東京京デディィズズニニーーリリゾゾーートト・・ココーーポポレレーートトププロロググララムムごご利利用用のの皆皆様様へへ

東東京京デディィズズニニーーリリゾゾーートト・・ババケケーーシショョンンパパッッケケーージジススペペシシャャルルププラランンののごご案案内内

プリズムホールのご案内 会員・同居のご家族限定

八尾シティーコンサート Part88

石川綾子ヴァイオリン・リサイタル

テレビ朝日「関ジャニの仕分け∞」、「題名の

ない音楽会」などメディア出演多数の全豪NO.1

ヴァイオリニスト・石川綾子。クラシックをは

じめアニメ・映画音楽などジャンルにとらわれ

ないプログラムでみなさまにお楽しみいただき

ます！

プログラム

モンティ：チャルダッシュ

ピアソラ：リベル・タンゴ

久石譲：君をのせて（「天空の城ラピュタ」より）

黒うさＰ：千本桜

９６：はなまるぴっぴはよいこだけ（「おそ松

さん」より）ほか
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◇有効期間：平成２８年１２月２日（金）～平成２９年２月２６日（日）

◇営業時間・休園日は、ひらかたパークの電話・ホームページでご確認ください。

◇入園料金等

区 分 会員価格 一般価格

入園＋フリーパス

引換券

おとな（中学生以上） ３,０００円 ４,４００円

小学生 ２,５００円 ３,８００円

２歳～未就学児 １,５００円 ２,６００円

入園＋ウインター
カーニバル入場券

おとな（中学生以上） ９００円 ２,０００円

こども（２歳～小学生） ５００円 １,２００円

※ウインターカーニバル（アイススケート＋スノーランド）のスケート貸靴ご利用には、貸靴料金６００円

が別途必要です。

　電話番号：０７２－８４４－３４７５

◇公 演：「第１部：吉本新喜劇×第２部：ワールドバラエティアクト」２部構成

世界のパフォーマー：やじろべえバランス／自転車アクロデュオ／ポールダンス／超速ジ

ャグラー／どたばたトランポリン／足の人形劇

◇会 場：なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前 11-6）

◇公演日程：２月３日（金）～２６日（日）

◇休 演 日：２月９日（木）・１２日（日）・１７日（金）・２３日（木）／除外日：２月８日（水）

◇開演時間：平日 １８：３０（１８：００開場）／土日祝日 １９：００（１８：３０開場）

◇会員料金：大人３,０００円（一般４,７００円）／中学生以下 ２,０００円（一般２,９００円）

◇申込方法：先着順です。お申込み時に希望日をお伝えください。（枚数には限りがございます）

◇申込締切：１２月１６日（金）

注）５歳以上または、身長１１０㎝以上の方は、お席が必要です。

申込後の変更・キャンセルは出来ません。

中学生以下のチケットは年齢を確認する場合がございます。

◇住 所：大阪府河内長野市天野町１３０４

◇営業時間・休園日は、電話・ホームページでご確認ください。

◇電 話：０７２１－５４－３１０１

◇イベント：１月２日（月）変わり種自転車無料開放

１月２日（月）１３：００～和太鼓「響き」の演奏

新春餅まき大会（観覧参加無料）

１月３日（火）１０：３０～／１４：３０～ 餅つき＆ふるまい餅（参加無料）

１月４日（水）～７日（土）新春ガラガラ抽選会（豪華景品をご用意）

１月８日（日）・９日（月）１１：００～／１４：００～ キャラクターショー

※無料入園チケットは先着順です。３月５日（日）まで有効（会員並びに同居のご家族枚数分の申込み可）

※駐車場（１日）普通・軽自動車1,000円／大型・マイクロバス2,000円／バイク500円

ひらかたパーク ウインターカーニバルチケット等の斡旋（先着２５枚限定）

ＴＨＥ舶来寄席２０１７winter

辻本茂雄座長

３日～１０日

アキ・清水けんじ・酒井藍ユニット

１１日～１８日

すっちー座長

１９日～２６日
出演日

関西サイクルスポーツセンター
何かとおトクな、関西サイクルの平成２９年のお正月

先着１００名様に無料入場チケットをプレゼント

会員・同居の

ご家族限定

特別
企画

会員・同居のご家族限定

会員・同居のご家族限定
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◇公 演 日 平成２９年１月３１日（火）

昼の部 １４：００開演（１３：３０開場）

夜の部 １８：００開演（１７：３０開場）

◇会　　場 八尾プリズムホール大ホール
◇会員料金 Ｓ席昼の部：４，０００円（通常 ６，７００円）

Ｓ席夜の部：３，０００円（通常 ６，７００円）
◇申込締切 １２月１５日（木）先着順で

　注）枚数に限りがあります。
　　　申込み後の変更、キャンセルは出来ません。
　　　未就学児のご入場はご遠慮下さい。

◇公 演 日：昼の部：平成２９年２月３日（金）・４日（土）

１１：００開演

夜の部：平成２９年２月１６日（木）・１９日（日）

１５：００開演予定

◇会 場：大阪松竹座（大阪市中央区道頓堀１－９－１９）

◇会員料金：１等席１,５００円（定価１２,０００円）

◇販売枚数：土曜・日曜日各２０枚／木曜・金曜日各１０枚
◇申込期間：１２月５日（月）～２０日（火）

注）申込み多数の場合は抽選を行い平成２９年１月１１日（水）
までに当選者のみにご連絡させていただきます。
申込後の変更、キャンセルは出来ません。

未就学児のご入場はご遠慮下さい。

写真は、過去の公演時の写真です。

年末年始のお知らせ

○当センターは、１２月２９日（木）～１月３日（火）まで休業させていただきます。

○年内チケットの配達ご希望の場合は、１２月１５日（木）までにお申し込みください。

⇒最終のお届け日１２月２１日（水）

特に白浜アドベンチャーワールドのチケットは、注文を受けてからの発注となります。お届けまでに１０日ほどかかり

ますのでご注意ください。

○年始のお申し込みは、１月４日（水）から受付させていただきます。

⇒年始のお届けは１月１３日（金）を予定

○会員退会がある場合は、１２月２８日（水）までに必ず登録取消届を提出してください。

○入会届は、１月４日（水）までにご提出ください。

（株）徳丸熔工所 八尾市高安町南５

雅 八尾市高美町４

馬木工芸 八尾市南久宝寺１

ご入会

事業所

３０周年記念 島津亜矢コンサート２０１７
ありがとう～３０年の想いを込めて～

聴く人の胸を熱くさせる迫力の熱唱で人気の島津亜矢がデビュー３０周年を迎えた記念のコンサート

大阪松竹座二月花形歌舞伎公演

新作歌舞伎「あらしのよるに」、ミュージカル「エリザベ
ート」への出演と大躍進を続ける尾上松也。
満を持しての大阪松竹座での花形歌舞伎に登場！
若手歌舞伎の筆頭に立つ松也の活躍をお見逃しなく！！

会員・同居の

ご家族限定

同居の

ご家族に！

ウェルネスかがやき閉鎖について

ウェルネスかがやき（生涯学習センター内）は、

平成２９年３月末日をもって閉鎖します。

会員・同居の

ご家族限定

平日おすすめ！


