
互助会nouvelle ＱＲコード 【事務局】栗東市手原三丁目1-25商工会館2F TEL.554-0400

事 業 名 開 催 日 ・ 開演時間 会 場 入場料(会員と同居家族) 申込と締切

４月文楽公演 R04 ４／ ２土～ ２４日 大阪・日本橋 休演日４月１３日(水) 互助会へ電話で
第一部 ｢義経千本桜｣ 第1部11:00～ １等一般 5,500→３,９００
第二部 ｢摂州合邦辻｣ 第2部14:15～ １等学生 3,900→２,７００文楽 第三部 ｢嬢景清八嶋日記｣｢契情倭荘子｣ 第3部17:30～ 国立文楽劇場 ２等双方 3,500→２,５００ 満席になり次第締切

京都公演 劇団四季ミュージカル R04 ２／２３水祝～ ＪＲ京都駅ビル内 レギュラー料金 互助会へ電話で
Ｓ 席 11,000→７,７００
Ａ 席 8,800→６,２００ 満席になり次第締切

劇団四季 ロボット･ｲﾝ･ｻﾞ･ガーデン R04 ４／１６土 京都劇場 Ｂ 席 6,600→４,６００ 締切 R04/ 4/ ８

片岡千壽、上村吉太郎、茂山逸平（解説） R04 ５／１４土 13:00 京都・四条 全席指定席 互助会へ電話で
１５日 16:00
１６月 14:00 満席になり次第締切南座 歌舞伎鑑賞教室 １８水 11:00 南座 3,500→２,５００ 締切 R04/ 3/１９

～春爛漫京都独演会～ 京都・烏丸一条下ル 全席指定 互助会へ電話で
未就学児入場不可春風亭一之輔 R04 ４／１０日 17:00 府民ホール ｢アルティ｣ 一 般 3,600→２,５００ 満席になり次第締切

びわ湖クラシック音楽祭 米原公演 米原・下多良 全席指定 ６歳未満入場不可 互助会へ電話で
一 般 2,500→１,８００びわ湖ホール声楽アンサンブル＆女声フォレスタ R04 ４／２９金祝 14:00 県立文化産業交流会館 青少年(25歳未満)1,500→１,１００ 満席になり次第締切

野洲・野洲駅 全席指定 互助会へ電話で

桂米朝一門会 R04 ６／１９日 14:00 シライシアター野洲 一 般 4,300→３,０００ 満席になり次第締切

1 12:30 全席指定 未就学児入場不可 互助会へ電話で

島津亜矢 コ ン サ ー ト 2022 R04 ４／２６火 2 16:30 シライシアター野洲 一 般 7,500→５,３００ 満席になり次第締切

野洲・野洲駅 全席指定 未就学児入場不可 互助会へ電話で

京 フ ィ ル ・ 懐 か し の オ ー ル デ ィ ー ズ 特 集 R04 ４／２３土 14:00 シライシアター野洲 一 般 3,000→２,１００ 満席になり次第締切

全席指定 未就学児入場不可 互助会へ電話で

H ZETTRIO 2022 R04 ３／２６土 17:00 シライシアター野洲 一 般 5,000→３,５００ 満席になり次第締切

野洲・野洲駅 全席指定 未就学児入場不可 互助会へ電話で

岩崎宏美 Symphonic Orchestra Concert 2022 R04 ３／２１月祝 16:00 シライシアター野洲 一 般 7,500→５,３００ 満席になり次第締切
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第11回ルシオール アート キッズフェスティバル 守山・三宅 全席指定 3歳以上有料 3歳未満入場不可 互助会へ電話で
大 人 2,000→１,４００ 満席になり次第締切オーケストラ コンサート R04 ５／２２日 15:30 守山市民ホール 大 ２５歳以下 1,000→ ７００ 締切 R04/４/１５

第11回ルシオール アート キッズフェスティバル 守山・三宅 全席指定 3歳以上有料 互助会へ電話で
３歳以上 500→ ３５０ 満席になり次第締切０歳からのコンサート R04 ５／２２日 11:00 守山市民ホール 小 3才未満1名膝上鑑賞無料 締切 R04/４/１５

音楽の扉 Room No.009 守山・三宅 全席指定 互助会へ電話で
未就学児入場不可 満席になり次第締切Keico Kato Solo Live 3rd R04 ４／２３土 14:00 守山市民ホール 小 3,000→２,１００ 締切 R04/３/１８

守山・三宅 全席指定 未就学児入場不可 互助会へ電話で
一 般 6,000→４,２００ 満席になり次第締切手嶌 葵 15TH ANNIVERSARY CONCERT -SIMPLE IS BEST- R04 ４／１７日 14:00 守山市民ホール 大 高校生以下 3,000→２,１００ 締切 R04/３/１８

守山・三宅 全席指定 互助会へ電話で純烈コンサート 2022 未就学児入場不可 満席になり次第締切
ゲスト：ゆうぞう R04 ４／１３水 14:30 守山市民ホール 大 6,000→４,２００ 締切 R04/３/１８

特別展 大英博物館 神戸・中央区 一 般 2,000→１,０００ 互助会事務局で
大学生 1,000→ ５００ 現金と引換ミ イ ラ展 古代エジプ ト 6つの物語 R04 ２／ ５土～５／ 8日 神戸市立博物館 高校生以下無料 開催終了日まで

大阪・阿倍野 一 般 1,900→ ９５０ 互助会事務局で
大高生 1,400→ ７００ 現金と引換庵野秀明展 R04 ４／１６土～６／19日 あべのハルカス美術館 中小生 500→ ２５０ 開催終了日まで

イスラエル博物館所蔵 大阪・阿倍野 一 般 1,900→ ９５０ 互助会事務局で
大高生 1,100→ ５５０ 現金と引換印象派・光の系譜 モネ･ルノワール･ゴッホ･ゴーガン R04 １／２８金～４／ 3日 あべのハルカス美術館 中小生 500→ ２５０ 開催終了日まで

開館記念特別展 大阪・中之島 一 般 1,800→ ９００ 互助会事務局で
高大生 1,500→ ７５０ 現金と引換モディリアーニ R04 ４／ ９土～７／18月祝 大阪中之島美術館 小中生 500→ ２５０ 開催終了日まで

大阪・北区 平日
一 般 2,000→１,０００ 互助会事務局で
大高生 1,800→ ９００
中小生 1,300→ ６５０
土日祝 現金と引換
一 般 2,200→１,１００
大高生 2,000→１,０００バンクシーって誰？展 R04 ４／２３土～６／12日 グランフロント大阪 北館 中小生 1,500→ ７５０ 開催終了日まで

http://moriyamabuntai.com/wp/
http://moriyamabuntai.com/wp/
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伝教大師1200年大遠忌記念 特別展 京都・東山七条 一 般 1,800→ ９００ 互助会事務局で
大学生 1,200→ ６００ 現金と引換最澄と天台宗のすべて R04 ４／１２火～５／22日 京都国立博物館 高校生 700→ ３５０ 開催終了日まで

特別展 京都・三条高倉 一 般 1,400→ ７００ 互助会事務局で
大高生 1,100→ ５５０ 現金と引換

挑む浮世絵 国芳から芳年へ R04 ２／２６土～４／10日 京都文化博物館 中小生 500→ ２５０ 開催終了日まで

特別展 奈良・奈良公園内 一 般 1,400→ ７００ 互助会事務局で
高大生 1,000→ ５００ 現金と引換国宝 聖林寺十一面観音 三輪山信仰のみほとけ R04 ２／ ５土～３／27日 奈良国立博物館 小中生 500→ ２５０ 開催終了日まで

体も心も芯から温めてくれる ぼたん鍋を是非ご賞味あれ！ ●時間制限 150分 ●開始時間 12時、13時、14時、15時 ●予約受付 4名以上 予約は、
●5日前まで無料その後は全額のキャンセル料が発生します。森遊館℡ 077-558-0600

※定休日は、毎週水曜日、12月28日～1月4日 ※別途費用(入館料) 大人￥200、小人￥100特別企画 こんぜの里 ぼたん鍋 ※フリードリンク等は、別料金です。※５月末日まで お一人様 5,500 → ３,９００ 互助会へ電話で

会員証提示で割引 予 約 を し て お い て 支 払 は 当 日 現 地 で 長浜港 ９：２０発 ・ １１：５０着 大 人 3,600→３,２４０ 直接予約を
長浜港 １５：００発 ・ １７：３０着 小 人 1,800→１,６２０ 予約電話

春の海津大崎クルーズ2022 <予約制> R04 ３／２６土～４／17日 琵琶湖汽船 リオグランデ号 小人：小学生 0749-62-3390

琵琶湖最北 予約:077-572-2114 R04 ４／ ３日～ １０日 長浜市西浅井 大浦漁港 大 人 3,500→２,５００ 予約が出来たら
一日４便 小 人 1,500→１,１００ 互助会へチケット海津大崎お花見クルーズ (約４５分周遊コース) レークウエストヨットクラブ 小人：小学生、幼児:無料 現金と引換

「長浜浪漫パスポート」は、１冊で市内1５施設から５施設 互助会へ電話で
への入館と併せて、市内の店舗や施設において割引などの特 現金と引換長浜浪漫パスポート 2021-22 R04 ９／３０金 まで 典が受けられます。 一冊＠1,200→ ８００ 締切 R04/８/３１

大津・瀬田 平日大人 1,300→ ９００ 互助会事務局で
平日小人 600→ ５００
土日祝 大人 1,700→１,２００ 現金と引換県立アイスアリーナ R04 ３／３１木 まで 小人（３歳から高校生） 土日祝 小人 750→ ６００ (毎月5枚まで)

通年 京都・梅小路 大 人 2,200 → １,６００ 互助会事務局で
高校生 1,700 → １,２００
中小生 1,100 → ８００

京都梅小路京都水族館 詳しくは、ホームページで 京都水族館 幼児（3歳以上） 700 → ４００ 現金と引換

通年 京都・梅小路公園 大 人 1,200→ ８００ 互助会事務局で
小中学生 500→ ３００京都鉄道博物館 詳しくは、ホームページで 京都鉄道博物館 幼児（3才以上） 200→ １００ 現金と引換

三重・長島町駒江漆畑 事務局まで
なばなの里（小学生以上） ｢補助券｣を取りなばなの里 なばなの里入村券付クーポン ※1,000円分金券付 ｲルミネーション R04 ５／３１火 まで 2,300→２,０００ に来てください

チケット申込後のキャンセルは受けられませんのでご了承ください。チケット発行に枚数制限を設けております、詳細はお尋ねください。※会場には、マスクの着用と検温等感染症防止対策の協力

http://www.biwakokisen.co.jp/
http://www.lakewest.jp/
https://www.kyoto-aquarium.com/
http://www.kyotorailwaymuseum.jp/
http://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/
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