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ホームページアドレス  http://www.himeji-kyosai.or.jp

　　一般社団法人 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟

〒670-0976  姫路市中地354番地  姫路市勤労市民会館 2F　 　　　　　TEL 293-5670  FAX 293-5680お申込みは

未加入事業所をご紹介ください!
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公益財団法人 姫路市中小企業共済センター

1212
20172017

NEWSNEWS

姫路姫路

4.5旅　　行
・きょうさい奨励ツアー
・丹後半島のホンマモンの生かにを食す!
・油屋でぶりしゃぶのご昼食と舟屋めぐり遊覧船　他

2.3文化・教養・レクリエーション
・大相撲姫路場所
・クリスマスパーティー
・2018 ガイドブック・ニュース 表紙デザイン大募集!

6スポーツ
・第2回 フットサル大会　など

6.7チビッコ映画 など

10.11観　　劇
・姫路市文化センター
・キャスパホール
・神戸国際会館こくさいホール　他

8.9チケット
・ウィンタースポーツ
・姫路市立美術館
・三木美術館　他

11お知らせ
・年末年始の休業について
・新規加入
・リサイクルBOX

表紙：2017 きょうさいガイドブック努力賞  太平工材㈱ 山本 楓さん（会員家族）

No.333



2

東

西

正 向

※予定

申込方法
CULTURE

CULTURE

CULTURECULTURE 共済
センター②案内書等送付

①申込み

会員

　　（079）293-5670  　　 （079）293-5680

文化・教養
レクリエーション

大相撲姫路場所大相撲姫路場所国宝姫路城
世界文化遺産登録25周年記念

※ペア枡S席は、2名分の料金です。
　1名で利用される場合は料金は10,000円ですが、他の方と一緒になりますのでなるべく2名利用でお申込みください。

タマリS席
（56席）

････12,000円
（一般料金 14,000円）

タマリA席
（62席）

････11,000円
（一般料金 13,000円）

ペア枡S席
（19組38席）

････20,000円
（一般料金 24,000円）

イス席S（40席）････  8,000円
（一般料金   9,000円）

8時～15時
と　　き

ウインク体育館（姫路市立中央体育館）と こ ろ

会員・同居家族料金

申込締切

12/14
（木）

申込多数の場合抽選

平成30年4月5日（木）平成30年4月5日（木）

場内で弁当･飲み物の
販売あり

お
み
や
げ
用
座
布
団
付
き
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2018きょうさいガイドブック及びニュースの表紙に
ふさわしいもの（姫路きょうさいの福利厚生事業を
イメージする楽しいイラスト、デザイン等…）
※写真は除く

募集テーマ

会員及び同居家族応募資格

平成29年12月28日（木）必着
応募締切

平成30年1月末  入賞者に通知するとともに、
きょうさいニュースで公表します。

発　　表

〒670-0976
姫路市中地354番地  姫路市勤労市民会館 2F
公益財団法人  姫路市中小企業共済センター

応 募 先

謝　　礼

最優秀作品（1点）
優 秀 作 品（1点）
佳 作 作 品（3点）
努　力　賞（7点）
そ　の　他

3万円相当品
2万円相当品
5千円相当品
1千円相当品
記 念 品

※入賞作品は2018年のきょうさいニュース（4月号～3月号）の
　各月の表紙として掲載予定

応募方法
1人1点　未発表のものに限る。作品をLサイズ版の写真に撮り、裏面に事業所名
（コード）・会員名（コード）・作者名・作品の題名・年齢・連絡先を記入の上、共済セ
ンターまで郵送して下さい。FAX・メールは受付けできません。
※応募作品の写真は返却いたしません。
※採用作品の諸権利は公益財団法人  姫路市中小企業共済センターに帰属します。

2018 ガイドブック・ニュース 応募者全員に記念品進呈!!

表紙デザイン大募集!表紙デザイン大募集! 毎月のニュースの
表紙も飾ります!

会員や同居家族・お子様の作品をどしどしご応募ください。会員や同居家族・お子様の作品をどしどしご応募ください。

イラスト・絵画・工芸などイラスト・絵画・工芸など
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クリスマスパーティークリスマスパーティークリスマスパーティー

ドリンクドリンク

【HOT】
・牛肉のステーキ

・ポークの柔らか煮込み

・ミートボール

・魚介のアジアンナージュ仕立て

・ソーセージと野菜の煮込み

・たっぷりベーコンと

　キノコのグラタン

・フリット各種

・コーンスープ

・季節の生パスタ

・ふわとろオムライス

【別　卓】
・寿司

【COLD】
・スモークサーモン
　　〜香草ソース〜

・魚介のマリネ
　　〜シーザーソース〜

・生ハムとスペインオムレツ
　　〜オリーブソース〜

・トマトとチーズのサラダ仕立て

・鴨のロースト

・コールドチキン 〜ゴマソース〜

・コールミートの盛り合わせ 

・サラダ各種 

・帆立のテリーヌ 

・パンとサンドイッチ 【デザート】
・ミニケーキ各種

・季節のフルーツ

・プリン　・アイス

・ビール　　　・チューハイ　　　・焼酎

・日本酒　　　・ソフトドリンク

ホテルサンシャイン青山  本館2Fホテルサンシャイン青山  本館2F
（姫路駅南から無料送迎バスあり）

と こ  ろ

会員・同居家族（中学生以上）   3,000円
同居家族（3才～小学生）　    1,000円
会員・同居家族（中学生以上）   3,000円
同居家族（3才～小学生）　    1,000円

参加料金

残り各日  50名（先着順）残り各日  50名（先着順）
募集人数

バイキングメニューバイキングメニュー

小学生以下の
子供達には
サンタさんから
プレゼント!お楽しみ

ビンゴゲーム
有り!

再募集

18時30分開宴と　　 き 12月20日（水）・21日（木）・22日（金）
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TRAVELTRAVELTRAVELTRAVEL旅　行
申込方法

旅行社旅行社
②案内書等送付（注）

①申込み

会員
（注）申込締切日以降に参加の有無を旅行社より連絡します。

近畿日本ツーリスト　姫路山陽百貨店営業所　TEL079-223-6071　FAX079-223-6075　担当/礒浪

行　　程

丹後半島のホンマモンの生かにを食す!

取扱旅行社

会員・同居家族　  9,900円
同　  伴　  者　12,800円

80名（申込多数の場合抽選）
平成30年2月4日（日）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

申込締切

12/18
（月）

姫路駅南　各有料道路　宮津天橋立IC　天橋立ワイナリー（見学・試飲）（お買物）　

　海産物ショッピング　ホテル丹後（お食事）　海鮮せんべい但馬　有料道路　姫路駅南

8：30 11：00

11：35 12：05

11：30

12：20 14：00 17：00頃15：30 16：00

囲炉裏端でホンマモンの生がにを満喫。

食事：ホテル丹後

農協観光　姫路支店　TEL079-284-3100  FAX079-288-7846　担当/鎌田・隅谷・山村

行　　程

宝塚歌劇観劇ツアー

取扱旅行社

会員・同居家族　  9,800円
同　  伴　  者　12,700円

40名（申込多数の場合抽選）
平成30年1月28日（日） 申込締切

12/18
（月）

きょうさい奨励ツアー 期間（6月～3月）

会員・
同居家族3,000円3,000円補助補助 s対象ツアー条件

①左記の旅行社で当センターとの指定割引契約をしている商品。
②国内泊付又は海外ツアーであること。

s利用方法※①～③の手続きは旅行出発までに!!
①旅行社にツアーの予約（会員である旨を告げてください）をし、
奨励ツアー利用申込書を利用旅行社に提出。（用紙は各旅行社）
②各旅行社よりセンターへ申請。
③申請に基づき審査し、結果を旅行社に連絡。
④旅行社より会員へ結果連絡。

s注意事項
①既に、申込みされているツアーが対象ツアーである場合は、お早め
に利用申込みの手続きをしてください。
②補助が受けられるのは年度内1会員1回限りですので、申込みの旅行
をキャンセル又は中止となった場合はセンターまでご連絡ください。

旅行期間：6月1日～3月31日

共済センターのツアー及び3,000円未満のツアーにはご利用できません!

期間が6月～3月末日までになりました

〈旅行社及び商品名〉

姫路山陽百貨店営業所 1223-6071近畿日本ツーリスト メイト及びホリデイ
姫 路 支 店 1288-5681

旅 行 社 名 支店名 商　品　名 電話番号

神 姫 観 光 姫 路 支 店 1289-0111

J T B ルック（お買得旅は除く）
エース「宿泊を伴うもの」姫 路 駅 前 店 1289-2121

姫 路 支 店 1289-2120
姫路みゆき通り店 1224-7800

イ オ ン モ ー ル 姫 路
リ バ ー シ テ ィ ー 店 1231-2324
イ オ ン モ ー ル
姫 路 大 津 店 1230-0540

東武トップツアーズ 姫 路 支 店 Feel:フィール 1224-5761

日 本 旅 行
姫 路 支 店 赤い風船、マッハ及び

ベスト
1281-1360

T i s 姫 路 支 店 1225-0401
農 協 観 光 姫 路 支 店 Nツアー 1284-3100
名 鉄 観 光 サ ー ビ ス 姫 路 支 店 パノラマ及びマーチ 1289-1388

神姫バスの旅、ハートツアー及びウイングス
姫 路 支 店 タビックスワールド 1223-3900タビックス ジャパン

姫路駅南　　山陽姫路東IC　　宝塚IC　　　　　　宝塚大劇場 S席　　　　　　宝塚IC　　山陽姫路東IC　　姫路駅南
10：20頃着　10：30開場　11：00開演　14：45出発9：00

※昼食はお弁当（お茶付）
16：15頃

〈花組公演〉 ミュージカル

主演…明日海りお、仙名 彩世
『ポーの一族』

©宝塚歌劇団
Photographer Chagoon
(www.chagoon.com)

©宝塚歌劇団
Photographer Chagoon
(www.chagoon.com)
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※写真はイメージです。※写真はイメージです。

神姫観光　姫路支店　TEL079-224-1501　FAX079-285-0402　担当/櫻間・松本・高橋

行　　程

行　　程

行　　程

行　　程

油屋でぶりしゃぶのご昼食と舟屋めぐり遊覧船

取扱旅行社

会員・同居家族　10,600円
同　  伴　  者　13,700円

80名（申込多数の場合抽選）
平成30年2月18日（日） 申込締切

12/18
（月）

姫路駅南　　　　　　　　　与謝天橋立IC　油屋（ぶりしゃぶのご昼食・入浴）　舟屋めぐり遊覧船　

　橋立大丸（お買物）・智恩寺文殊堂（参拝）　宮津天橋立IC　　　　　　　　　姫路駅南

8：30 11：40 お風呂に入られる方は
入浴料別途350円ご負担いただきます。

※お鍋は４名様盛りの一例です。
※小鉢等は季節＆仕入れの状況により
　料理内容が変更となります。

バイパス・播但・中国・舞鶴若狭

15：15 16：00

13：40 13：50 14：30

18：30頃

中国・播但・バイパス

食事：油屋

神姫観光　姫路支店　TEL079-224-1501　FAX079-285-0402　担当/櫻間・松本・高橋

平成30年1月2日（火）
姫路駅南　　　　　　　　　廿日市IC　　宮島口　　　　　宮島桟橋　　　鳥居屋（昼食）

　　世界遺産・厳島神社（見学）　　　宮島桟橋　　　　　宮島口　　　　　　　　　姫路駅南　　

7：30 11：15発 11：25着 11：40～ 昼食終了後、厳島神社参拝

14：40着　最終15：00発 18：45頃14：30発

バイパス・山陽道・広島岩国道路

広島岩国道路・山陽道・バイパス

会員・同居家族　7,300円
同　  伴　  者　9,300円

残り10名（先着順）

残り10名（先着順）

安芸の宮島 世界遺産 厳島神社初詣

取扱旅行社

神姫観光　姫路支店　TEL079-224-1501　FAX079-285-0402　担当/櫻間・松本・高橋

淡路七福神めぐり

取扱旅行社

会員・同居家族　5,800円
同　  伴　  者　7,300円平成30年1月3日（水）

姫路駅南　　　　　　　　　　　　 北淡IC　　　　　智禅寺　　　　　長林寺　　　　　鳴門みさき荘

　　　　護国寺　　　　　万福寺　　　　　　　覚住寺

　　　　宝生寺　　　　　八浄寺　　　　　東浦IC　　　淡路ハイウェイオアシス　　　姫路駅南　　

7：45
9：25 10：05

バイパス・第二神明・阪神高速・神戸淡路鳴門道

芸術・学業の神、弁財天
10：10 10：40
幸福、高給、長寿の神、福禄寿 11：30 12：30ご昼食

19：00頃

12：50 13：20
幸福をもたらす神、布袋尊

13：30 14：00
漁業、農業、商業の神、恵美酒

14：5014：20
厄除け・難除け・財産をもたらす神、毘沙門天

15：30 16：00
長寿の神、寿老人

16：20 17：00
五穀豊穣の神、大黒天 17：30 18：00お買物

JTB　姫路支店　TEL079-289-2120　FAX079-281-5545　担当/田中・池田・横田

平成30年1月14日（日）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

姫路駅南　　　姫路BP・播但　　　和田山IC　　　昭恋館 よ志のや（かにづくし料理のご昼食）

　　　かにはん／海産物ショッピング　　　海鮮せんべい但馬　　　播但・姫路BP　　　姫路駅南　　

8：30 12：00 14：30

※希望者の方は、昼食後に入浴ご利用いただけます（別途料金）
※小人料理希望の場合は小人料金（8,200円）となります。（間人がには含みません。）
　内容：刺身、ゆでがに、ハンバーグ、から揚げ、茶碗蒸し、ご飯、デザート（予定）

15：00 15：30 17：00 17：30 19：00頃

会員・同居家族　14,200円
同　  伴　  者　18,500円

残り15名（先着順）

幻の間人蟹を食す！
たいざ    がに

取扱旅行社

171110-01 野崎→
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SPORTSPORTSPORTSPORTスポーツスポーツ

映 画 案 内映 画 案 内

（終了未定）『ミックス。』『劇場版Fate/stay night〔Heaven’s Feel〕 Ⅰ.presage flower』『斉木楠雄のΨ難』『ブレードランナー2049』『マイティ・ソー バトルロイヤル』

『先生！ 、、、好きになってもいいですか？』『映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと！想い出のミルフィーユ！』『ラストレシピ 麒麟の舌の記憶』

『HiGH&LOW THE MOVIE3 FINAL MISSION』『ザ・サークル』『ジグソウ：ソウ・レガシー（R15＋）』『GODZILLA 怪獣惑星』『泥棒役者』『ローガン・ラッキー』『火花』

『ジャスティスリーグ』『覆面系ノイズ』 1日～『探偵はＢＡＲにいる3』 『鋼の錬金術師』 2日～『全員死刑（R15+）』 8日～『オリエント急行殺人事件』 

9日～『仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL ビルド＆エグゼイドwithレジェンドライダー』 『ガールズ＆パンツァー 最終章 第1話』『DESTINY 鎌倉ものがたり』

『ご注文はうさぎですか？？』 15日～『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』 16日～『8年越しの花嫁 奇跡の実話』 『映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活』

23日～『未成年だけどコドモじゃない』『リベンジgirl』『カンフー・ヨガ』

大人1,300円（一般料金1,800円）
料　　金

※都合により番組・日程が変更になる場合があります。おでかけ前にご確認を。

9月号に掲載の映画入場引換券（映画館の窓
口へ同券に現金を添えてお出しください）に
て映画をお楽しみください。なお、再発行は
いたしませんので大切に保管してください。12月

アースシネマズ姫路
℡079-287-8800
連日レイトショー開催

4DX及び3D上映の場合、
追加料金が必要となります。

第2回 フットサル大会

姫路シーサイドゴルフコース
10月29日（日）　34名参加第118回 ゴルフ大会の結果

ル ー ル 1チーム10名以内（同居家族は1名まで※同居家族は高校生以上）
試合は予選リーグ（試合時間は8分）　決勝及び3位決定戦（試合時間は10分）の予定
※サッカースパイクシューズは使用不可・レガースは必ず着用

申込方法 メンバー表（事業所名（コード）／氏名（コード）／会員・同居家族の区分／
チーム代表者及び連絡先を記入）を作成のうえ共済センターへFAXしてください。

募集チーム 16チーム（申込多数の場合抽選）

と こ ろ ノア・フットサルステージ姫路（市内八家1272）

参 加 料 金 無料

申込締切

12/18
（月）

優　勝　江見　一男（㈱藤原工業所）

準優勝　山本　啓二（アンビック㈱）

第３位　岸本　卓也（メルコ・コントロール・プロダクツ㈱）

優　勝　メルコ・コントロール・プロダクツ㈱（岸本・糸田・中山・沖汐組）

準優勝　メルコ・コントロール・プロダクツ㈱（角本・髙山・高芝・樋口組）

第３位　アンビック㈱（山本・永安・藤尾・東川組）

団体の部

個人の部

と 　 き 平成30年2月4日（日）9時30分 試合開始

171113-01 野崎→

きょうさいニュース12月号_P6
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チビッコ映画チビッコ映画 チケット発売中チケット発売中申し込みは共済センターまで申し込みは共済センターまで 前売り特典はつきません

アースシネマズ姫路 4DX及び3D上映の場合、追加料金が必要となります。

DESTINY
鎌倉ものがたり

劇場版 マジンガーZ 
INFINITY

鋼の錬金術師

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

未成年だけどコドモじゃないカンフー・ヨガ パディントン2

仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL
ビルド＆エグゼイドwithレジェンドライダー

映画 妖怪ウォッチ
シャドウサイド 鬼王の復活

12/1（金）～
ロードショー

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

12/9（土）～
ロードショー

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

12/9（土）～
ロードショー

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

12/16（土）～
ロードショー

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

12/23（土・祝）～
ロードショー

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

12/22（金）～
ロードショー

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

1/13（土）～
ロードショー

2018年
1/19（金）～
ロードショー

2018年

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

【注意事項】
●本申込書を対象者以外の方へ譲渡（転売、ネットオークション等を含む）することを禁止します。●本申込書はコーポレートプログラムご利用団体の従業
員・職員とそのご家族が対象者となります。（パスポートご購入の際に、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする場合があります）●上記必要事項が未
記入の場合は特別料金が適用されません。●本申込書はお一人様1回のご購入につき1枚ご利用いただけます。●コーポレートプログラム利用券をお持ちの
方は、本パスポートご購入時に併用可能です。●旅行会社等で他チケットの観光券、入場予約券、直接入園予約券をお買い求めになり、本パスポートヘ変更
される場合、ご来園当日に入園されるパークの当日券販売窓口にて、本購入申込書をご提出ください。変更手数料（200円/1枚）を差し引いた差額を精算い
たします。●他チケットから、本パスポートヘ変更される場合は、チケット販売窓口に本申込書をご提出ください。変更手数料（200円/1枚）を差し引いた差
額を精算いたします。●本パスポートをご購入後、実施期間外にご利用になる場合は、利用当日の通常料金との差額及び変更手数料（200円/1枚）を別途申
し受けます。

【当日券】
東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの当日券販売窓口
※ディズ二ーアンバサダー®ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミ
ラコスタ®、東京ディズニーランド®ホテル、東京ディズニーセレブ
レーションホテル®、東京ディズ二ーリゾート・オフィシャルホテル
でも、ご宿泊者に限りご購入いただけます。

【前売券】2017年11/1（水）よリ販売開始
東京ディズニーリゾート・チケットセンター（イクスピアリ1F）
東京ディズニーランド：イーストゲート・レセプション
東京ディズニーシー：団体チケットブース
ディズニーストア（コーポレートプログラム利用券取扱い店舗）

《ディズニーストア取扱い店舗》2017年9月末日現在
●渋谷公園通り店 ●池袋サンシャインシティアルパ店
●お台場アクアシティ店 ●町田109店
●八王子東急スクエア店 ●昭島モリタウン店
●横浜そごう店 ●ららぽーと横浜店 ●藤沢さいか屋店
●船橋ららぽーとTOKYO-BAY店 ●大宮アルシェ店
●羽生イオンモール店 ●川口アリオ店
●越谷イオンレイクタウン店

チケット販売窓口

大　人
18才以上

中　人
（中学・高校生）12～17才

小　人
（幼児・小学生）4～11才

特別料金

購入枚数

コーポレート
プログラム
団体番号

団体名

必要事項をご記入の上、本申込書をご提出いただくと、1枚につき5名様まで特別料金でお買い求めいただけます。

ご利用期間 12/1（金） 12/29（金）
2017年

▼

公益財団法人
姫路市中小企業共済センター

1

（合計5枚まで）

￥6,400

枚

￥5,500

枚

￥4,100

枚

2 1 5

平日
のみ対象 1/5（金） 2/28（水）

2018年

▼

土日祝日を
含む全日対象 ※入園制限中のパークでは

　ご利用いただけません。

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート「サンクス・フェスティバル」パスポート

12月1日（金）～12月29日（金）12月1日（金）～12月29日（金）＊土・日・祝を除く平日のみ
2018年1月5日（金）～2月28日（水）2018年1月5日（金）～2月28日（水）＊全日利用OK

※コーポレートプログラム利用券（500円割引券）〈年度内10枚まで〉との併用可能。申込は共済センターまで

※上記期間中「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパークを1日ご利用いただけます。
※入園制限中のパークではご利用いただけません。

利用期間

利用方法 期間中、下記「パスポート購入申込書」をチケット販売窓口にご提出ください。
申込書1枚につき5名様まで「サンクス・フェスティバル」パスポートを購入いただけます。

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート購入申込書東京ディズニーランド®

東京ディズニーシー®

2017年度 第2回

コピー可

こちらからお切り離しください。こちらからお切り離しください。

171113-01 野崎→
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チケットチケットチケットチケット
家族・職場の仲間と家族・職場の仲間と

TICKETTICKETTICKETTICKET
共済
センター

②チケット・納付書を事業所に送付

①申込み

会員

　　（079）293-5670  　　（079）293-5680

※チケットは金券で
す。払戻し・返金は
できません。
※4月以降、料金が変
更になっている施
設がありますので
ご注意ください。

チケット申込方法

3ヵ月間有効

大　　 人　200円
（一般料金 500円）

大・高校生　150円
（一般料金 300円）

中・小学生　 50円
（一般料金 100円）

※現地で直接「会員証提示」の場合、
　大人・大高生100円引き・小中生50円引き（家族同伴に限る）

大人（高校生以上）1,000円
（一般料金1,300円）

小人（小・中学生）　400円
（一般料金　600円）

姫路市立美術館 三木美術館
6ヵ月間有効

3ヵ月間有効3ヵ月間有効 3ヵ月間有効

好　古　園

姫路太陽公園・白鳥城 神戸どうぶつ王国 ヨーデルの森

｢永井一正  ポスター展｣
11/12（日）～
　　  12/24（日）
大　　 人　320円（一般料金 600円）
大・高校生　240円（一般料金 400円）
中・小学生　  80円（一般料金 200円）

ウィンタースポーツ

大人（18才以上） 180円
（一般料金300円）

小・中学生・高校生  90円
（一般料金150円）

※スカイバレイとハイパーボウル東鉢は共通リフト券で楽しめます♪

1日リフト券＋食事券（1,000円）
4,900円（一般料金5,500円）

◎共済センター発行の引換券を、リフト券売場で、
　リフト券と食事券に交換してください。

ハチ
12/9（土）
ハチ北

12/16（土）
OPEN予定

ハチ・ハチ北スキー場ハチ・ハチ北スキー場ハチ・ハチ北スキー場ハチ・ハチ北スキー場

〈問い合わせ先〉ハチ事務所　TEL.079-667-8037
ハチ北事務所　TEL.0796-96-0202

1日リフト券＋食事券 3,800円（一般料金4,500円）

◎共済センター発行の引換券を、スキーセンター2Fリフト券売場で、
　リフト券と食事券に交換してください。

休園日：12/6（水）、12/11（月）～15（金）、1/17（水）、1/24（水）、
1/31（水）、2/7（水）、2/14（水）、2/21（水）、2/28（水）、3/7（水）

※食事券　平　　 日…1,000円分
　　　　　土・日・祝
　　　　　1/1～1/3…500円分

12/23（祝）
OPEN予定

スカイバレイスキー場スカイバレイスキー場スカイバレイスキー場スカイバレイスキー場

〈問い合わせ先〉スカイバレイインフォメーションセンター
TEL.0796-96-1101

六甲山スノーパーク六甲山スノーパーク六甲山スノーパーク六甲山スノーパーク

〈問い合わせ先〉六甲山スノーパーク　TEL.078-891-0366

3ヵ月間有効（アイススケート+サファリ+遊園地）

※～4/8㈰はスケート場にも入場できます。

大 人（中学生以上） 2,700円（一般料金3,500円）
小　　学　　 生  1,400円（一般料金2,000円）
幼     児（3才以上）   800円（一般料金1,200円）

◎入口のチケット販売窓口で入園券と引き換えてください。

入園引換券
大 人（中学生以上） 1,350円（一般料金2,100円）
小 人（3才～小学生）　 700円（一般料金1,050円）

姫路セントラルパーク
 アイスパーク

姫路セントラルパーク
 アイスパーク

姫路セントラルパーク
 アイスパーク

姫路セントラルパーク
 アイスパーク11/18（土）～4/1（日）平成30年

※チケット販売は3/2（金）までとなります。

大　　人（中学生以上）800円
（一般料金1,500円）

シルバー（65才以上）600円
（一般料金1,100円）

小　　人（小学生）400円
（一般料金　800円）

幼　　児（4才以上）150円
（一般料金　300円）

大人（中学生以上）800円
（一般料金1,000円）

小人（4 才 以 上）350円
（一般料金　500円）

111301増田→111701増田→
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900円（一般料金 1,620円）

※7月1日より料金が変更になりました。

大人（中学生以上）300円
（一般料金800円）

小人（4 才 以 上）150円
（一般料金400円）

※「会員証」「協定割引利用券」の提示・提出により割引が受けられる施設についてはガイドブックをご覧ください。

3ヵ月間有効3ヵ月間有効 3ヵ月間有効

須磨海浜水族園 淡路ワールドパーク ONOKORO 淡路ファームパーク イングランドの丘

6ヵ月間有効3ヵ月間有効 3ヵ月間有効

海　遊　館 姫路市立遊漁センター 須磨海づり公園

3ヵ月間有効3ヵ月間有効 3ヵ月間有効

平磯海づり公園 釣堀センター 水宝 家島フィッシングパーク・Sea遊

3ヵ月間有効 6ヵ月間有効

イオンスポーツクラブ （リバーシティ内） スポーツクラブNAS 温水プール（中地・香寺）

3ヵ月間有効6ヵ月間有効 3ヵ月間有効

スポーツジム（中地） スポーツクラブ ルネサンス姫路 関西サイクルスポーツセンター

大人（18 才 以 上）750円
（一般料金1,300円）

中人（15才～17才）400円
（一般料金　800円）

小人（小・中学生）250円
（一般料金　500円）

大人（中学生以上）500円
（一般料金1,200円）

小人（4 才 以 上）250円
（一般料金   600円）

大人（高校生以上）1,800円
（一般料金2,300円）

小人（小・中学生）　900円
（一般料金1,200円）

幼児（4 才 以 上）　450円
（一般料金　600円）

大人（16才以上）620円
（一般料金820円）

小人（5才～15才）310円
（一般料金510円）

大人（16才以上）900円
（一般料金1,200円）

小人（6才～15才）550円
（一般料金　700円）

大人（16才以上）700円
（一般料金1,000円）

小人（6才～15才）450円
（一般料金　600円）

〈問い合わせ先〉つり堀 水宝 TEL.079-327-1243

（入場料＋渡船料込み）

大人（高校生以上）12,300円
（一般料金13,500円）

女 性・中 学 生  9,600円
（一般料金10,500円）

小　　学　　 生  6,700円
（一般料金  7,500円）

〈問い合わせ先〉家島漁業（協） TEL.079-325-8700

（入場料＋渡船料込み）

大人（男性）11,800円
（一般料金13,000円）

大人（女性）  9,100円
（一般料金10,000円）

小　学　生  6,200円
（一般料金  7,000円）

400円（1人2枚まで）

（申込多数の場合抽選）

〔申込締切〕

12/20（水）迄
火～金曜日／

土　曜　日／

日　曜　日／

定休日：毎週月曜日

10：00～23：00

10：00～22：00

10：00～21：00

（営業時間）

月・水～土

日・祝

定休日：毎週火曜日

／10：00～23：00

／10：00～19：00

（営業時間）

平日
土・日・祝

／10：00～17：00
／  9：30～17：00

（営業時間）

定休日：毎週火曜日 但し春休み・GW・夏休みは無休

※申込は1人1回につき10枚まで
※利用は16才以上の方限定

※初回利用時は受付にて利用確認書に記入していただきます。
※利用は15才以上の方限定　※申込は1人1回につき10枚まで

750円（一日体験料2,100円）

大人（高校生以上）150円
（一般料金200円）

※スポーツジムは大人のみ使用可
※7月1日より料金が変更になりました。（利用券1枚で1時間利用可）

※7月1日より料金が変更になりました。（利用券1枚で1時間利用可）

大人（高校生以上）200円
（一般料金250円）

小人（3才～中学生）100円
（一般料金120円）

※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

大　　人（中学生以上）500円
（一般料金 800円）

小　　人（3才～小学生）300円
（一般料金 500円）

シルバー（60 才 以 上）300円
（一般料金 400円）

111301増田→
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観劇案内観劇案内
チケット
申込方法

共済
センター

④通知

①申込み
施　設施　設

③通知

②申込み

会員
※申し込み後のキャンセルはできません。返金はできません。
※文化センター、パルナソス、キャスパホール以外郵送を希望される場合は、郵送料（簡易書留）をい
ただきます。
※申込多数の場合、抽選になります。

3/30（金）
3/31（土）

1/27（土）

懐かしの
洋楽ヒットパレード

ホールで楽しむ、懐かしの名曲

2/18（日）14：00開演

13：30開演

神戸国際会館こくさいホール神戸国際会館こくさいホール 梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

内　容
常にチャレンジを続ける日本歌謡界のトップランナー・五
木ひろしによるコンサートを２年ぶりに神戸で開催。
大ヒット曲「よこはま・たそがれ」「契り」から、最新曲「わ
すれ宿」など名曲の数々をお楽しみください。

内　容
今も語り継がれる 巨匠クリント・イーストウッド監督・主
演による大ヒット映画　珠玉のミュージカル・ラブ・ス
トーリーに生まれ変わり待望の日本初演！！

昼の部 14：00開演
夜の部 17：30開演 13：00開演

18：00開演

発売中

発売中

発売中
今年は黒澤明監督作品を特集！

12/23（土・祝）・24（日）

姫路市文化センター 大ホール姫路市文化センター 大ホール

（全自由席）

黒澤明監督特集！
名画鑑賞会

羅生門羅生門

三浦紘朗三浦紘朗

写真：青木信二写真：青木信二 太刀奪太刀奪

昨年度公演「お気に召すまま」より昨年度公演「お気に召すまま」より

両日とも13：00上映開始

平成30年

平成30年

ミュージカル
『マディソン郡の橋』

キャスパホールキャスパホール

1/21（日）13：30開演
第19回

今日も元気だ！茂山狂言

キャスパホールキャスパホール

高校生による演劇公演 「関西弁マクベス」

平成30年
年が明けたら恒例のお豆腐狂言で初笑い！

上映作品
23日 ①「用心棒」
 　13：00～
 ②「酔いどれ天使」
 　15：00～
24日 ①「羅生門」
 　13：00～
 ②「わが青春に悔いなし」
 　14：40～
料　金
400円（一般料金500円）
※上記料金で2日間ともご覧いただけます。

（全自由席）

料　金
400円（一般料金500円）

（全席指定）

出　演
三浦紘朗（司会進行）

出　演
【新喜劇】（全日程共通）
池乃めだか、間寛平、内場勝則　ほか
【バラエティー】（日替わり）
1/2 宮川大助・花子／月亭八方／
 坂田利夫スペシャルコント／
 シンクタンク／中川家　ほか
1/3 西川のりお・上方よしお／
 Wヤング／坂田利夫スペシャルコント／シンクタンク　ほか
1/4 桂文枝／オール阪神・巨人／坂田利夫スペシャルコント／
 シンクタンク　ほか
1/7  オール阪神・巨人／大木こだまひびき　ほか
※都合により変更になる場合がございますがご了承ください

出　演
オーディションで選ばれた兵庫県高等学校
演劇研究会西播支部参加校演劇部生徒

構成台本・演出
笹部博司
（姫路市出身 演劇プロデューサー）

料　金
400円（一般料金500円）

3/17（土）平成30年

15：00開演

3/24（土） ・ 25（日）
11：00開演 / 16：00開演

平成30年

姫路市文化センター 小ホール姫路市文化センター 小ホール

（全席指定）

人形浄瑠璃「文楽」

演　目
「桂川連理柵（かつらがわれんりのしがらみ）」

料　金
一　　　般 3,200円
（一般料金4,000円）
高校生以下 1,600円
（一般料金2,000円）

（全席指定）

出　演
茂山千五郎、茂山七五三、茂山あきら、
茂山宗彦、茂山茂、茂山逸平、茂山童司　他
演　目
ワークショップ＆解説
「犬山伏」「太刀奪」
「妙音へのへの物語
　　（作・茂山千之丞）」

出　演
〈太　夫〉豊竹 咲太夫
〈三味線〉野澤 錦糸
〈人　形〉豊松 清十郎 他

料　金
一　　　般 3,200円
（一般料金4,000円）
高校生以下 1,600円
（一般料金2,000円）

『新春吉本お笑いバラエティーショー2018』
吉本新喜劇&漫才の豪華2本立て

1/2（火）①12：00開演②16：00開演

1/7（日）①11：00開演②15：00開演

1/3（水）①11：00開演②15：00開演

1/4（木）①11：00開演②15：00開演

平成30年 平成30年

料　金
全席指定 3,600円（一般料金4,700円）
※3歳以上有料　※チケットはお一人様1枚必要です

漫才と新喜劇の豪華2本立て！
吉本を代表する人気芸人が
神戸に一挙集結！
年の初めは吉本から！

申込締切

12/20
（水）

『五木ひろし コンサート 2018』
申込締切

12/20
（水）

発売開始

12/14
（木）

発売開始

12/21
（木）

申込締切

12/20
（水）

料　金
S席
昼の部 6,200円
（一般料金 7,200円）
夜の部 5,700円
（一般料金 7,200円）
※未就学児童入場不可

料　金
全席指定 10,000円
（一般料金 12,500円）

出　演
山口祐一郎、涼風真世、
彩乃かなみ、石川新太、
島田 彩、加賀谷一肇、
戸井勝海、伊東弘美、
石川禅　他

テーマは「愛」
高校生がシェイクスピアに再び挑みます！

111401増田→111601増田→111702増田→

102271_共済センター_きょうさいニュース12月_P10
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お知らせお知らせ

※事務局までお問い合わせください。

●ブルブル振動マシン（コンパクトタイプ）　　安価希望

事業所名（コード）・会員名（コード）・連絡先の電話番号・品名・希望価格等

※毎月10日までに事務局に申し込んでください。（紙面の都合で掲載できない場合もあります。）
　商談成立の場合は、必ず事務局までご連絡ください

譲ってほしい

リサイクルBOXリサイクルBOX

FMゲンキ放送時間　日曜日 14:30　火曜日 17:47　木曜日 11:05　いずれも5分間
FMゲンキ（79.3MHz）で共済の活動を放送中。お聞きください。

事業所様新規加入新規加入
●五事良　　●竹川石油

宝塚大劇場宝塚大劇場

発売中

ホームページ　http://www.himeji-kyosai.or.jp
メールアドレス　kyosai@himeji-kyosai.or.jp

FAX　079-293-5680

2017年5月に新潮社から発行された伊吹有喜の小説『カ
ンパニー』を舞台化。愛妻を亡くし生きる意欲を失った製
薬会社の青年サラリーマン青柳誠二が、社の協賛公演を行
うバレエ団への出向を命じられ、世界的
プリンシパル高野悠が踊る冠公演「新解
釈版・白鳥の湖」を成功に導くため、一
癖も二癖もあるダンサーや業界人に翻
弄されながらも、バレエ団のバレリーナ
高崎美波との淡い恋や新しい仲間たち
との友情を支えに、様々な困難を乗り越
え奮闘する姿を描くハートウォーミング
な成長譚。

『カンパニー -努力、情熱、そして仲間たち-』
レッスン パッション カンパニー

〈月組公演〉

原作／伊吹 有喜『カンパニー』（新潮社刊）　脚本・演出／石田 昌也

ミュージカル・プレイ

年末年始の休業について
当センターは12月29日㈮～1月3日㈬まで休業させていただきます。年内のチケット等の申込みは12月28日㈭
の午前中までにお願いします。年明けは1月4日㈭より通常どおりです。

出演者
赤井英和　ほか

申込締切

12/18
（月）

発売開始

12/15
（金）

平成30年

料　金
S席 7,100円
（一般料金8,300円）
A席 4,700円
（一般料金5,500円）

2/10（土）
2/18（日）
2/23（金）
3/  4（日）

S席

A席

S席

S席

11：00

11：00

13：00

11：00

主演…珠城 りょう、愛希 れいか

平日／①11：00 ②14：30　　土・日・祝／①9：45 ②12：45 ③15：45平日／①11：00 ②14：30　　土・日・祝／①9：45 ②12：45 ③15：45

平日／①12：30　　土・日・祝／①12：30 ②15：30平日／①12：30　　土・日・祝／①12：30 ②15：30

料　金 3,700円（一般料金4,700円）　（全席指定）

料　金 3,000円（一般料金4,200円）　（全席指定）

※申込の際、日時を指定してください。3週間前より予約申込可能。
　希望日時がとれない場合があります。
　当日、劇場にて指定席券と引換えてください。
　12/29㈮～1/4㈭は特別興行の為、予約出来ません。

※申込の際、日時を指定してください。3週間前より予約申込可能。
　希望日時がとれない場合があります。当日、劇場にて指定席券と引換えてください。
　12/29㈮～1/4㈭は特別興行の為、予約出来ません。

なんばグランド花月なんばグランド花月

よしもと祇園花月よしもと祇園花月

※9/25～12/20は
改修工事の為

『よしもと西梅田劇場』にて
公演

新歌舞伎座新歌舞伎座

2/9（金）～2/23（金）
料　金 1階席 10,200円（一般料金 12,000円）

2階席　5,100円（一般料金　6,000円）
特別席 11,900円（一般料金 14,000円）

料　金 1階席 10,200円（一般料金 12,000円）
2階席　5,100円（一般料金　6,000円）
特別席 11,900円（一般料金 14,000円）

演歌界の貴公子、座長公演第2弾！
時代劇と熱唱ステージで客席を
魅了！

笑いと涙の
人情喜劇と絢爛華麗！
魅せるオンステージ！

〈一〉若さま走馬灯
　　 ― 来馬信兵衛 参る ―

〈二〉プラチナの品格
　　山内惠介オンステージ
　　 ― 若さまと貴公子 ―
　　　  〈昼・夜別構成〉

平成30年

『山内惠介』特別公演
3/15（木）～3/27（火）
〈一〉人情喜劇
〈二〉川中美幸オンステージ
　　人　うた　心

平成30年

『川中美幸』特別公演

あなたの声を聞かせて下さい
このコーナーは、会員とセンターとの交流のコーナーです。

ご意見・ご感想を“どしどし”お寄せください! !
★きょうさいニュース又は

　ホームページ上に
　採用された方には

（500円分）
クオカード プレゼントクオカード プレゼント

111401増田→111601増田→111702増田→112001野崎→
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2人前 6,480円
4人前 10,800円

持ち帰りてっちり鍋
（野菜・薬味・ポン酢付）

2R、10名～80名の個室有

（ふぐ皮・てっさ・ふぐ鍋・ぞうすい・デザート）
※但し、金・土曜日は除く

・てっちりコース
ふぐ鍋ご予約承り中（共済特別価格）

姫路市飾磨区今在家2-890
EDIONから西へ車で5分 定休日は毎週水曜日（但し、12/13と12/20は営業）

TEL.079（235）1655

5,400円
（一般 6,480円）

（一般 8,000円）
※但し、6名以上の場合
※唐揚げ、白子付コースも可

・てっちりコース（飲み放題付）7,000円
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