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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!
1

公益財団法人 姫路市中小企業共済センター

7
日帰り温泉スタンプ帳
チビッコ映画  　映画

4.5旅　　行
・関空の裏側探検『スカイビュー』とランチバイキング
・EXPOシティーの新名所
　地球体感アトラクション「オービィ大阪」と大阪ホイール
・海津大崎桜並木クルーズと近江牛石焼きの昼食
・枝垂れ桜・仁和寺：御室桜　他

6スポーツ
・第28回 サッカー大会（事業所対抗）
・第55回 ソフトボール大会（事業所対抗）

2.3文化・教養・レクリエーション
・大相撲姫路場所　・料理教室
・リレー工芸教室

8.9チケット
・ウィンタースポーツ
・綾部山梅林 観梅券
・姫路市立美術館　他

・キャスパホール
・神戸国際会館 こくさいホール
・新歌舞伎座　他

10観　　劇

11
・2018年度 ガイドブック・ニュース表紙作品決定
・新規加入
・リサイクルBOX

お知らせ

CONTENTSCONTENTS

表紙：2017 きょうさいガイドブック努力賞
原鉄工㈱  平石 玲衣さん（会員家族）
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東

西

正 向

※予定

申込方法文化・教養
レクリエーション

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

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

タマリA席
残り10席（先着順）

････11,000円
（一般料金 13,000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

4月5日（木）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

再募集

料 理 教 室 ～春のお弁当～

★ごはん－三色そぼろごはん（肉そぼろ・えびそぼろ・野菜そぼろ）
★スープ－人参とじゃが芋のポタージュスープ
  （年齢を問わず喜んでいただけるスープで、前もって作りおき可能です。）

★鯵のから揚げと早春の旬野菜でマリネ－保存食
★しのだたまご
★えび・野菜入りクリームコロッケ
  （手作りのホワイトソースでひと手間かかりますが
　  たくさん作って冷凍も可。教室でも評判です。）

★お口直し－抹茶マフィン（教室手作りの黒豆入り）＆コーヒー・紅茶

申込締切
2/16
（金）

参 加 料 会員・同居家族（大人）1,500円
（一般料金3,000円）

募集人数 20名（申込多数の場合抽選）

講　　師 高出富美子先生

と こ ろ ふみクッキングルーム
（市内手柄2丁目25）

◎お弁当に入れる果物－いちご・デコポンなど

3月11日（日）
と 　 き

10時～

20180112-01 野崎→0118-01 野崎→
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申込締切

2/28
（水）

リレー工芸教室

3月9日（金）

（書写の里・美術工芸館）

※エプロン、ぼろタオル

リレー工芸教室への申込方法
往復ハガキに事業所名（コード）・会員名（コード）・住所・参加者名（フリガ
ナ）・電話番号・希望教室名及び実施日を記入のうえ下記まで
※または美術工芸館のホームページからでも申し込みができます。
　備考欄に事業所名（コード）と会員名（コード）を必ず記入してください。
〒671-2201  姫路市書写1223番地
　　　　　　 書写の里・美術工芸館「リレー工芸教室」係
　　　　　　 http://www.city.himeji.lg.jp/kougei/
（注意事項）
①往復ハガキの返信面に必ずご自分の住所と氏名を記入して下さい。
②複数の教室を希望される場合は1教室につき1枚のハガキで。
③受講される方は、参加料金を当日受付にてお支払い下さい。

応募多数の時は
抽　選

①陶芸教室A（兜(かぶと）を作る）

10：00-12：00
10名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
750円（一般料金1,500円）

山本 喜容子氏〔講　師〕

申込締切

3/5
（月）3月14日（水）

※タオル、エプロン

②陶芸教室B（皿や茶碗など自由に作る）

10：00-12：00
15名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
1,000円（一般料金2,000円）

赤松　省吾氏〔講　師〕

申込締切

3/7
（水）

申込締切

3/7
（水）3月16日（金）

※高校生以上が対象
※はさみ、定規、マジック

③織物教室A（コースターを織る）

10：00-12：00
10名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
750円（一般料金1,500円）

西島　玲氏〔講　師〕

3月17日（土）

※中学生以上が対象
※筆記用具、はさみ、ぼろタオル

④革工芸教室（ベルトをつくる）

10：00-15：00
10名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
1,000円（一般料金2,000円）

米田　敬子氏〔講　師〕

申込締切

3/12
（月）3月20日（火）

※エプロン

⑤陶芸教室C（皿やマグカップなど自由に作る）

10：00-15：00
10名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
1,000円（一般料金2,000円）

上出 真由美氏〔講　師〕

申込締切

3/15
（木）3月24日（土）

※タオル、エプロン

⑥陶芸教室D（皿や茶碗など自由に作る）

10：00-12：00
12名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
1,000円（一般料金2,000円）

清瀬　光洋氏〔講　師〕

申込締切

3/19
（月）3月28日（水）

※タオル、エプロン

⑦陶芸教室E（皿や茶碗など自由に作る）

10：00-12：00
15名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
1,000円（一般料金2,000円）

赤松 省吾氏〔講　師〕

申込締切

3/22
（木）3月30日（金）

※筆記用具、定規、はさみ

⑧織物教室B（卓上手織り機で春色の綿マフラーを作る）

10：00-15：00
10名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
1,250円（一般料金2,500円）

西山 まい美氏〔講　師〕

申込締切

3/22
（木）3月31日（土）

※エプロン、筆記用具、ゴム手袋

⑨漆工芸教室（漆絵を描く）

10：00-15：00
10名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族
1,000円（一般料金2,000円）

竹尾　寿敏氏〔講　師〕

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
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農協観光　姫路支店　TEL079-284-3100  FAX079-288-7846　担当/鎌田・隅谷・山村

関空の裏側探検『スカイビュー』とランチバイキング
会員・同居家族　   8,300円
同　  伴　  者　 10,600円

80名（申込多数の場合抽選）
3月18日（日）

・オービィはBBCアースと
　SEGAが融合した
　全く新しい、地球をまるごと
　体感できるミュージアムです。

・オービィはBBCアースと
　SEGAが融合した
　全く新しい、地球をまるごと
　体感できるミュージアムです。

申込締切

2/16
（金）

申込締切

2/16
（金）

s対象ツアー条件
①下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。

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

きょうさい奨励ツアー

会員・
同居家族3,000円3,000円補助補助

旅行期間：6月1日～3月31日（帰着）

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!

〈旅行社及び商品名〉

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。

行　　程

取扱旅行社

姫路駅南　　　貝塚IC　　　いちご狩り　　　　ホテル日航関西空港

　　関西展望ホール スカイビュー　　　りんくうJCT　　　姫路駅南

8：40

13：45 15：20関空の裏側探検コース 17：50頃

11：10 11：50食べ放題30分 ランチバイキング12：10 13：40

タビックス ジャパン　姫路支店　TEL079-223-3900　FAX079-223-2333　担当/田中

EXPOシティーの新名所 地球体感アトラクション「オービィ大阪」と大阪ホイール
会員・同居家族　   7,800円
同　  伴　  者　 10,000円

80名（申込多数の場合抽選）
3月25日（日）
行　　程

取扱旅行社

姫路駅南　　姫路南IC　　山陽姫路東JCT　　池田IC　　チキンラーメン博物館［マイカップヌードル作成］

　　EXPOシティーと新しい地球体感アトラクション「オービィ大阪」と大阪ホイール《昼食は阪急EXPOにて》

　　池田IC　　山陽姫路東JCT　　姫路IC　　姫路駅南

8：00

11：00 15：30

16：45頃

9：15 10：45

190115-01 野崎→
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農協観光　姫路支店　TEL079-284-3100  FAX079-288-7846　担当/鎌田・隅谷・山村

海津大崎桜並木クルーズと近江牛石焼きの昼食
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）
4月8日（日） 申込締切

2/16
（金）

行　　程

取扱旅行社

名鉄観光サービス　姫路支店　TEL079-289-1388  FAX079-289-3182　担当/福田・中澤・藤本

枝垂れ桜・仁和寺：御室桜
会員・同居家族　 6,500円
同　  伴　  者　 8,200円

80名（申込多数の場合抽選）
4月15日（日） 申込締切

2/16
（金）

行　　程

取扱旅行社

姫路駅南　　　　　　　　将軍塚展望台（京都の街並み一望）　　　嵐山にて昼食

　　仁和寺（御室桜見学）　　　京漬物西利にてお買い物　　　　　　　　姫路駅南

8：00

13：30 14：40 15：1014：10 17：10頃

10：30

山陽・中国・名神

名神・中国・山陽

11：15 12：00 13：00

姫路駅南　　長浜IC　　長濱浪漫ビール　　　　黒壁スクエア

　　長浜港　　　　　　海津大崎 桜のトンネル　　　　　　長浜港　　長浜IC　　姫路駅南

8：30 12：3011：30 13：4012：40

日本の桜名所100選

食事
ガラスの街。レトロな街並散策

14：00 14：20 20：00頃17：00 17：20

昼食:良弥

名鉄観光サービス　姫路支店　TEL079-289-1388  FAX079-289-3182　担当/福田・中澤・藤本

西国めぐり（札所20番～22番）
会員・同居家族　 6,800円
同　  伴　  者　 8,700円2月25日（日）

行　　程

取扱旅行社

姫路駅南　　中国道　　舞鶴若狭道　　丹南篠山　　亀岡　　第21番札所・菩堤山穴太寺　　嵐山（昼食）

　　第20番札所・西山善峰寺　　第22番札所・補陀洛山総持寺　　名神高速　　中国道　　山陽道　　姫路駅南

8：00

13：50 15：10 15：45 16：30 18：00頃

11：00 11：40 12：15 13：15

昼食:良弥
残り15名（先着順）

残り20名（先着順）

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

東大寺お水取りと奈良散策
会員・同居家族　   8,600円
同　  伴　  者　 11,000円3月11日（日）

行　　程

取扱旅行社

姫路駅南　　各有料道路　　春日大社（拝観）　　　天平倶楽部（夕食）　　　東大寺（見学）　　各有料道路　　姫路駅南
13：00 16：00 17：00 18：00 18：00 19：30※修二会（お松明）17：00 22：00頃

夕食:天平倶楽部

190115-01 野崎→0120-01 野崎→
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スポーツスポーツSPORTSPORTSPORTSPORT

第28回 サッカー大会（事業所対抗）

第55回 ソフトボール大会（事業所対抗）

申込締切

2/16
（金）

申込締切

2/28
（水）

募集チーム 16チーム（申込多数の場合抽選）

ルール等 8人制（メンバー登録は15名以内）
トーナメント方式（予定）
試合時間8分ハーフ（予定）
（同居家族の出場は8名中1名まで）

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、共済センターまでFAXしてください。

と こ ろ 姫路市立球技スポーツセンター球技場
（市内花田町加納原田）

募集チーム 各日16チーム（申込多数の場合抽選）

ルール等 各試合日毎に優勝チームを決定するトーナメント方式。
申込資格等は同封の申込書の注意事項を参照してください。

申込方法 同封の申込書に必要事項を記入のうえ
2月28日（水）までに共済センターまで
FAX又は郵送してください。

抽 選 日 3月9日（金）　9時～15時　共済センターにて

と こ ろ

と 　 き

きょうさいスポーツ広場（市内船津町）

4月15日（日）・22日（日）・5月20日（日）・27日（日）

と 　 き 3月25日（日）10時～

180115-01 野崎→
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チビッコ映画チビッコ映画 チケット発売中
申し込みは共済センターまで

チケット発売中
申し込みは共済センターまで

前売り特典はつきません

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。

映画 ドラえもん
のび太の宝島

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

「北の桜守」
さくら もり

アースシネマズ

2周年2周年
謝恩企画!謝恩企画!

3/3（土）～
ロードショー

映画 しまじろう
まほうのしまのだいぼうけん

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

3/9（金）～
ロードショー

リメンバー・ミー

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

3/16（金）～
ロードショー

ちはやふる －結び－

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

3/17（土）～
ロードショー

映画 プリキュア
スーパースターズ!

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

3/17（土）～
ロードショー

ボス・ベイビー

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

3/21（水・祝）～
ロードショー

3/10（土）ロードショー
大人

1,000円（当日料金 1,800円）

（終了未定）『DESTINY 鎌倉ものがたり』『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』『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』

『未成年だけどコドモじゃない』『キングスマン：ゴールデン・サークル（PG12)』『ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!』『デトロイト』『劇場版 マジンガーZ  

INFINITY』『ジオストーム』『劇場版「進撃の巨人」Season2～覚醒の咆哮～』『パディントン2』『嘘を愛する女』『ザ・リング/リバース』『祈りの幕が下りる時』

『ダークタワー』  1日～『不能犯(PG12)』『スリー・ビルボード』  3日～『劇場版fate/HF（4DX）』『羊の木』  9日～浜田省吾『 旅するソングライター』

『マンハント』  10日～『今夜、ロマンス劇場で』『コードギアス 反逆のルルーシュⅡ』『名探偵コナン 純黒の悪夢（4DX）』  16日～『グレイテスト・ショーマン』

『リバーズ・エッジ（R15＋）』  17日～『レディ・ガイ（R15＋』  23日～『The Beguiled／ビガイルド 欲望のめざめ(PG12）』

24日～『blank13』 『さよならの朝に約束の花をかざろう』『空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎』『劇場版 Infini-T Force ガッチャマン さらば友よ』

（終了未定）『ラストレシピ 麒麟の舌の記憶』『HiGH&LOW THE MOVIE3 FINAL MISSION』『GODZILLA 怪獣惑星』『火花』『ジャスティスリーグ』

『探偵はＢＡＲにいる3』『カンフー・ヨガ』『オリエント急行殺人事件』『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』『鋼の錬金術師』『ご注文はうさぎですか？？』『スター・ウォーズ 最後のジェダイ』

『8年越しの花嫁 奇跡の実話』『リベンジgirl』『未成年だけどコドモじゃない』『映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活』

5日～『キングスマン：ゴールデン・サークル（PG12)』『嘘八百』  12日～『ネイビーシールズ ナチスの金塊を奪還せよ!』『伊藤くん A to E』

13日～『劇場版 マジンガーZ  INFINITY』『劇場版「進撃の巨人」Season2～覚醒の咆哮～』  19日～『パディントン2』『ジオストーム』  20日～『嘘を愛する女』

26日～『ザ・リング/リバース』『デトロイト』  27日～『祈りの幕が下りる時』『ダークタワー』

大人1,300円（一般料金1,800円） ※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。

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。

映 画 案 内映 画 案 内
料　　金

2月

利用可能施設利用可能施設

日帰り温泉スタンプ帳
スタンプ帳をご希望の方は
共済センターまでお申込みください。
詳細は、ガイドブック（P11）に掲載…

●赤穂御崎温泉 かんぽの宿赤穂
●置塩温泉 ニューサンピア
●黒川温泉

●天然温泉 ゆたりん
●波賀温泉 楓　湯
●よふど温泉 極楽湯

随時受付中

180115-01 野崎→
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チケットチケット
家族・職場の仲間と家族・職場の仲間と

TICKETTICKET
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

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）

ヨーデルの森
3ヵ月間有効

※2月末までメンテナンスの為、土・日・祝のみ営業

三木美術館

綾部山梅林 観梅券

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）※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）

好　古　園
6ヵ月間有効

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）

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）

姫路太陽公園・白鳥城
3ヵ月間有効

神戸どうぶつ王国
3ヵ月間有効

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）

須磨海浜水族園
3ヵ月間有効

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）

ウィンタースポーツ

休園日：2/7（水）、2/14（水）、2/21（水）、2/28（水）、3/7（水）

～3/31（土）予定
～3/31（土）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 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

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

姫路市立美術館
｢イメージを織る｣

2/10（土）～3/25（日）
大　　 人　560円（一般料金 900円）
大・高校生　320円（一般料金 600円）
中・小学生　  80円（一般料金 200円）

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）

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）※チケット販売は　3/2（金）までとなります。

大人（高校生以上） 300円（一般料金500円）
小人（小・中学生） 220円（一般料金400円）

〈問い合わせ先〉 黒崎梅園組合 TEL.079-322-3551

1日リフト券＋食事券（1,000円）
4,900円（一般料金5,500円）

〈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

◎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。

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。

※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♪

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

〈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

大 人（中学生以上）
小 人（3才～小学生）

1,350円
700円

（一般料金2,100円）

（一般料金1,050円）

入園引換券

◎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。

〈問い合わせ先〉 六甲山スノーパーク　TEL.078-891-0366

甘酒又は梅ジュース付き

甘酒又は梅ジュース付き2/11（日・祝）～3/21（水・祝）

※3月末日をもって解約となります

011501増田→
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9※「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。

淡路ワールドパーク ONOKORO
3ヵ月間有効

淡路ファームパーク イングランドの丘
3ヵ月間有効

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（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）

須磨海づり公園
3ヵ月間有効

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）

平磯海づり公園
3ヵ月間有効

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）

釣堀センター 水宝
3ヵ月間有効

〈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）

家島フィッシングパーク・Sea遊
3ヵ月間有効

〈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）

（申込多数の場合抽選）

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）
750円（一日体験料2,100円）

900円（一般料金 1,620円）

スポーツクラブNAS
3ヵ月間有効

3ヵ月間有効3ヵ月間有効

イオンスポーツクラブ （リバーシティ内）
400円（1人2枚まで）

〔申込締切〕2/20（火）迄

6ヵ月間有効

スポーツジム（中地）

大人（高校生以上）150円
（一般料金200円）

6ヵ月間有効

温水プール（中地・香寺）

関西サイクルスポーツセンタースポーツクラブ ルネサンス姫路

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）

※スポーツジムは大人のみ使用可※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

海　遊　館
3ヵ月間有効

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）

姫路市立遊漁センター
6ヵ月間有効

※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

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）

※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

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）

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

011501増田→011901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。

出演者
五木ひろし、
キム・ヨンジャ、
市川由紀乃

4/3（火）
　～4/6（金）

5/7（月）
  ～5/23（水）

料　金
1階席　8,500円
（一般料金 10,000円）
2階席　5,100円
（一般料金　6,000円）
特別席 10,200円
（一般料金 12,000円）

料　金
1階席　8,100円
（一般料金　9,500円）
2階席　4,300円
（一般料金　5,000円）
特別席　9,400円
（一般料金 11,000円）

五木ひろしが選ぶ、ひばり永遠の名曲！
心に響く、ひばりの名歌！
究極の美空ひばりの世界が此処にある。
後半ではそれぞれのヒット曲コーナーも！

美空ひばり劇場

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

三浦紘朗三浦紘朗 笹部博司笹部博司（全席指定）

出　演
三浦紘朗
（司会進行）

料　金
400円
（一般料金500円）

申込締切
2/23
（金）

落語噺「地獄八景亡者戯（じごく
ばっけいもうじゃのたわむれ）」
「朝友（あさとも）」「死ぬなら、
今」など死後の世界を舞台とし
た作品をちりばめ、“この世”と
“あの世”を行き来して繰り広げ
る純愛冒険物語。個性豊かな星
組メンバーによる、抱腹絶倒の
落語ミュージカルをお届け致し
ます。

『ANOTHER WORLD』
〈星組公演〉

作・演出／谷 正純

RAKUGO MUSICAL

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）

5/  3（祝）
5/18（金）
5/20（日）
6/  2（土）

S席

S席

S席

A席

11：00

13：00

11：00

11：00

主演…紅 ゆずる、綺咲 愛里

※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。涙と笑いの人情芝居！爆笑トーク必見の熱

唱ステージ！絢爛艶姿な舞台ショー！の豪華
三本立て！
〈一〉時代人情芝居
　　富美男・かおりの大笑い！「出世の稲川」
〈二〉梅沢富美男・香西かおり オンステージ
〈三〉華の舞踊絵巻

キャスパホールキャスパホール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

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

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 宝塚大劇場宝塚大劇場

13：30開演

写真：青木信二写真：青木信二

3/17（土）

（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）

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

発売中

発売中 発売中

発売中 発売中

出演者
藤あや子、石野真子、
藤原紀香、三倉茉奈

吉野の老舗旅館を舞台に四人姉妹が織りなす
人生模様。
キャストも新たに待望の再演!!
グランドフィナーレでは四人姉妹が熱唱!!

4/12（木）
  ～4/30（月・休）

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）

花盛り四人姉妹
～吉野まほろば物語～

梅沢富美男・香西かおり
特別公演

新歌舞伎座新歌舞伎座

3/10（土）
内　容
西日本初開催！アンパンマンと音楽会へようこそ！
ドリーミングやアンパンマンたちの歌や踊りと一緒に本
格的なオーケストラも楽しめる、この春必見のプログラム
です！

内　容
今も変わらない魅力を持ち続け、俳優・歌手としてマルチ
に才能を発揮する中村雅俊。
「ふれあい」や「恋人も濡れる街角」などのヒット曲の
数々を世に送り出してきた彼のコンサートツアーが決定！
ご期待ください！

①13：00開演
②15：30開演

3/4（日）17：00開演
東建コーポレーション Presents

中村雅俊コンサートツアー2017～18「ON and ON」

料　金
2階席 5,200円
（一般料金6,500円）
※未就学児童入場不可

申込締切
2/16
（金）

申込締切
2/16
（金）

ドリーミングブラスコンサート
アンパンマンと音楽会

料　金
全席指定 2,000円（一般料金 2,800円）
※3歳以上有料。2歳以下は保護者１名につき１名ひざ上鑑賞可。
　ただしお席が必要なお子様は有料。

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

高校生による演劇公演 「関西弁マクベス」

（全自由席）

料　金
400円（一般料金500円）

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）

15：00開演

3/24（土） ・ 25（日）
11：00開演 / 16：00開演

テーマは「愛」
高校生が
シェイクスピアに再び挑みます！

平　　日 ①12：30
土・日・祝 ①12：30 ②15：30

平　　日　①11：00 ②14：30
土・日・祝　①  9：45 ②12：45 ③15：45

料　金
3,700円（一般料金4,700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。

料　金
3,000円（一般料金4,200円）
（全席指定）

発売開始
2/20
（火）

011501増田→012201増田→
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お知らせお知らせお知らせお知らせ

★最優秀賞★★最優秀賞★

FMゲンキ（79.3MHz）で共済の活動を放送中。お聞きください。　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

新規加入事業所新規加入事業所 ●広畑製鐵所 広鐵会

※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

●木うす又は石うす　　希望価格 5,000円程度
●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

譲ってほしい

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　　　　　　　　　お寄せください! !

あなたの　　を聞かせてください!!声

Fax　079-293-5680
mail　kyosai@himeji-kyosai.or.jp　　HP　http://www.himeji-kyosai.or.jp

★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

!クオカ
ード

  プレ
ゼント

!クオカ
ード

  プレ
ゼント

!
どしどし

よータンセ り

2018年度 ガイドブック・ニュース
表紙作品決定!!

2018年度 ガイドブック・ニュース
表紙作品決定!!

2018年度 ガイドブック・ニュース
表紙作品決定!!

事業所名（コード）・会員名（コード）・連絡先の電話番号・品名・購入時期・購入価格・使用頻度・希望価格
（注）譲りますコーナーでの動物・自動車関係の部品等については掲載できません。

譲ります
●雛人形 三段飾り（ショーケース入り）
　縦40㎝×横70㎝×高さ50㎝　30年ぐらい前に購入
　※取りに来ていただける方　希望価格 8千円

リサイクルBOXリサイクルBOX ※事務局までお問い合わせください。

会員の皆様　暦の上では立春を迎えながら厳しい寒さが続いておりますがいかがお過ご
しでしょうか。2月11日には世界遺産姫路城マラソンも開催されます。全国からのランナ
ーのパワーをもらって元気に、春を感じるツアーや楽しい催しに参加お待ちしています。

★優秀賞★★優秀賞★
山端 里奈様
（㈱サイプレス・ソリューションズ）

会員

★佳作★★佳作★

★努力賞★★努力賞★

最優秀賞の山崎朱美様の作品は
2018ガイドブック表紙、ニュース4月号、
優秀賞の山端里奈様の作品は
ガイドブック裏表紙、ニュース1月号を
飾ります！

お楽しみに〜♪お楽しみに〜♪

たくさんのご応募
ありがとうございました。

山崎 朱美様
（美樹工業㈱）

会員
家族

【表紙】ニュース4月号

【裏表紙】ニュース1月号

内海 智子様
（JA兵庫西）

会員
家族

今川 和子様
（三相電機㈱）

会員
家族

杉本 健輔様
（㈱兵庫分析センター）

会員
ニュース5月号

ニュース7月号

ニュース6月号

会員
家族 赤穂 ななみ様（山陽建設㈱） ニュース3月号

会員
家族 伊藤 紗那様（太平工材㈱） ニュース8月号

坪井 誉子様
（三木歯科医院）

会員
家族

ニュース9月号

内海 柚様
（㈱黒岩）

会員
家族

ニュース10月号

竹内 菜々子様
（太平工材㈱）

会員
ニュース11月号

森下 紀子様
（㈱飯田電気）

会員
ニュース12月号

会員
家族 原田 梁太様（㈱キョーリン） ニュース2月号

011501増田→011901増田→012303増田→

106053_共済センター_きょうさいニュース2月_P11
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〒670-0949　姫路市三左衛門堀東の町129　TEL.079-221-8755　FAX.079-221-8757
0120-1177-397 R

《お問合せ先》募集代理店 伊藤育興産株式会社☆☆☆ 詳しくは　お気軽に下記までご連絡ください☆☆☆

＜引受保険会社＞　アフラック姫路支社
〒670-0902　姫路市白銀町24みなと銀行
第一生命ビル6F　TEL.079-223-0594

加入をご検討の方へ

割安な集団料率でご案内をいたします

現在 ご加入中の方へ
簡単な手続きで個別料率から割安な集団料率へ

変更することができます（保障内容は一切変わりません）

会員様ご本人だけでなく　ご家族（2親等以内の親族）の方も　集団料率の割安な保険料が適用されます！

アフラック集団割引をご存知ですか？

http://fmgenki.jp ラジオCMのご用命は079-224-0999まで

FMゲンキのフリーマガジンFMゲンキのフリーマガジン

“GENKI 79.3”絶賛配布中!!“GENKI 79.3”絶賛配布中!!

節分巻き寿し節分巻き寿し

持ち帰り寿しセット持ち帰り寿しセット

600円
巻き寿し

（税込）

各5,000円①握り5人前＋巻1本
②上握り2人前＋鉄火・上巻 各1本
③特上にぎり 2人前 （税込）

（税込）
800円
上巻き

（税込）
1,600円
特巻き

※10本以上で各会社・自宅への配達OK

※他ご予算に応じて対応させていただきます。

ふぐ鍋ご予約承り中

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

TEL.079（235）1655

・ふぐ鍋 （
税
別
）

2,980円4,000円→

（皮・てっさ・唐揚・鍋・ぞうすい・デザート）
・てっちりコース （

税
別
）

6,000円7,000円→

（皮・てっさ・寿し・てっちり・ぞうすい・デザート）　※但し、4名様以上
・てっちりコース（飲み放題付） （

税
別
）

8,000円

姫路

きょうさいニュースに広告してみませんか！！
事業所の広告・イベントの紹介等にきょうさいニュースを利用してください。

 1P 〔縦269㎜×横180㎜〕
1/2P〔縦131㎜×横180㎜〕
1/4P〔縦 62㎜×横180㎜〕

〔掲 載 料〕 16万円
8万円
4万円

40,500部〔発行部数〕

当センター TEL079-293-5670 担当 西山〔申 込 先〕

きょうさいニュースに広告してみませんか！！

※但し、2名様以上

180118-01 野崎→

きょうさいニュース2月_P12
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