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公益財団法人 姫路市中小企業共済センター

未加入事業所をご紹介ください!

姫路

NEWS
44
20182018

No.337

4.5旅　　行
・2018年度きょうさい奨励ツアー
・｢プリンスアイスワールド2018」鑑賞ツアー
・リニューアルオープンの興福寺国宝館と
　歴史の残る｢奈良ホテル｣で優雅な昼食　他

2.3スポーツ
・プロ野球
・第119回 ゴルフ大会
・第59回 バドミントン大会　他

6.7.8チケット
・潮干狩り
・いちご狩り
・チビッコ映画　・映画　他

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

9.１0観　　劇

10.１1
・慶弔給付金について
・会員異動等の手続きはお早目に
・新規契約
・リサイクルBOX　他

お知らせ

表紙：2018 きょうさいガイドブック最優秀賞
　　　美樹工業㈱  山崎 朱美さん(会員家族）
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家族・職場の仲間と家族・職場の仲間と家族・職場の仲間と家族・職場の仲間と

TICKETTICKETTICKETTICKET
チケット 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

岡山県美作市奥585-1　TEL（0868）74-3887

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）

姫路市立美術館

いちご狩り  ～行かれる前に予約を～ 姫路城クオカード

｢連作の小宇宙｣
4/7（土）～6/24（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　  40円（一般料金 100円）

大人（中学生以上）　1,050円（一般料金1,500円）
小人（小　学　生）　　750円（一般料金1,000円）
幼児（3 才 以 上）　　350円（一般料金　500円）

●新舞子（たつの市御津町黒崎）●新舞子（たつの市御津町黒崎）4月14日（土）～6月24日（日）4月14日（土）～6月24日（日）

大人（中学生以上）　1,100円（一般料金1,500円）
小人（4才～小学生）　　950円（一般料金1,300円）

●白　浜（市内白浜町丙）●白　浜（市内白浜町丙） 4月10日（火）～6月30日（土）4月10日（火）～6月30日（土）

大人（中学生以上）　  900円（一般料金1,400円）
小人（4才～小学生）　  550円（一般料金  800円）

●的　形（市内的形町的形）●的　形（市内的形町的形） 4月1日（日）～6月30日（土）4月1日（日）～6月30日（土）

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

姫路セントラルパーク
3ヵ月間有効

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）

（サファリ・遊園地）

美作農園
みま　  さか

5/7（月）～5/31（木）
大人（中学生以上） 700円（一般料金1,000円）
小人（3才～小学生） 550円（一般料金  800円）

潮 干 狩 り 休憩料込み

480円（希望小売価格530円）

（利用先）コンビニエンスストア・ファミリーレストラン・ドラッグストア・書店 等

※カード金額の一部は
　姫路城大天守保存修理事業の
　寄付金にあてられます。
※利用金額は500円　1回の申込みで10枚まで

※カード金額の一部は
　姫路城大天守保存修理事業の
　寄付金にあてられます。
※利用金額は500円　1回の申込みで10枚まで

031601増田→031901増田→
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7※「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。

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

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）

※未就学児は無料

ロープウェイ往復乗車券を含む
大人（高校生以上）1,000円（一般料金1,500円）
小人（小・中学生）　450円（一般料金　750円）

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ
3ヵ月間有効 3ヵ月間有効

神戸どうぶつ王国

大　　人（中学生以上）1,060円（一般料金1,800円）
小 学 生　　　　　　　550円（一般料金1,000円）
幼　　児（4才・5才）　  150円（一般料金　300円）
シルバー（65才以上）　  750円（一般料金1,300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）

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

※4月から料金が変更になりました※4月から料金が変更になりました

900円（一般料金 1,620円） 3ヵ月間有効3ヵ月間有効

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

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

031601増田→031901増田→
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※「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。

（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2,160円）

スポーツクラブNAS
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〕4/20（金）迄
※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

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）

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。

チビッコ映画チビッコ映画チビッコ映画チビッコ映画 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。

映画 ドラえもん
のび太の宝島

映画 クレヨンしんちゃん
爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

3/3（土）～
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

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

4/13（金）～
ロードショー

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

4/13（金）～
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）

4/6（金）～
ロードショー

ジュマンジ
ウェルカム・トゥ・ジャングル

名探偵コナン
ゼロの執行人

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

（終了未定）『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』『シェイプ・オブ・ウォーター（R15＋）』『15時17分、パリ行き』『ブラック・パンサー』

『映画ドラえもん のび太の宝島』『プリンシパル 恋する私はヒロインですか？』『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE』『映画しまじろう まほうのしまのだいぼうけん』

『北の桜守』『去年の冬、きみと別れ』『坂道のアポロン』『リメンバー・ミー』『ちはやふる  ― 結び ―』『映画プリキュアスーパースターズ！』『曇天に笑う』

『ボス・ベイビー』『劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ！願い！！』『ペンタゴン・ペーパーズ最高機密文書』『トゥームレイダー ファースト・ミッション』

『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』『トレイン・ミッション』『レッド・スパロー』『honey』  6日～『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』

13日～『クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ～拉麺大乱～』『名探偵コナン ゼロの執行人』『パシフィック・リム：アップライジング』

20日～『いぬやしき』『レディ・プレイヤー１』  27日～『となりの怪物くん』『ママレード・ボーイ』『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』

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。

3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

4月

チケット発売中チケット発売中チケット発売中チケット発売中

031601増田→
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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。

発売開始
4/18
（水）

（全席指定）

料　金
Ｓ席　　　 5,600円（一般料金7,000円）
Ａ席　　　 4,000円（一般料金5,000円）
Ｂ席（2F）  2,400円（一般料金3,000円）
※高校生以下各半額、未就学児入場不可

出　演
指揮：尾高 忠明、ピアノ：小山 実稚恵、管弦楽：NHK交響楽団

曲　目
ラフマニノフ／パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
ラフマニノフ／交響曲第2番 ホ短調 作品27

日本屈指のオーケストラ、待望の姫路公演！
N響が贈る芳醇なひとときをお楽しみください。

7/1（日）16：30開演
姫路市文化国際交流財団設立30年特別企画

N響  姫路公演

（全席指定）

料　金
Ｓ席　　　 4,400円
（一般料金5,500円）
Ａ席（2F）　2,400円
（一般料金3,000円）
※未就学児入場不可

出　演
DRUM TAO（ドラム タオ）

世界中を魅了し、話題沸騰中！
最先端の日本エンターテインメント集団
ドラムタオ、姫路初公演！

6/24（日）17：00開演
姫路市文化国際交流財団設立30年特別企画

DRUM TAO「ドラムロック 疾風3」

©PACO©PACO（全席指定）

料　金
Ｓ席　　  一般 1,600円（一般料金2,000円）
Ａ席（2F）一般　 800円（一般料金1,000円）
※高校生以下各半額、3歳未満入場不可

出　演
宮川彬良&アンサンブル・ベガ
曲　目
すみれの花咲く部屋：
　　　　F.デーレ／宮川彬良
ハンガリー舞曲第5番：
　　　　ブラームス　他

発売中
大人気作曲家が楽しいトークと共にお届けする
本格室内楽コンサート。3歳から入場していただけます。

6/3（日）14：30開演
姫路市文化国際交流財団設立30年特別企画

宮川彬良&アンサンブル・ベガ
5/5（土・祝）11：00開演

料　金
400円
（一般料金500円）
※未就学児入場不可

出　演
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部
Castle Jazz Band　他（計12団体）

第21回 姫路ジャズフェスティバル
地元ジャズ・バンド大集合

朝から晩までジャズを味わえる贅沢な1日を！

（全自由席）

7/22（日）

※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。
※4/28～5/6は特別興行期間の為、利用できません。

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

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 キャスパホールキャスパホールキャスパホールキャスパホール

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 なんばグランド花月なんばグランド花月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よしもと祇園花月よしもと祇園花月

発売中 発売中

発売中 発売中

（全席指定）

料　金
一般 1,600円
（一般料金 2,000円）
※高校生以下半額

出　演
魔法使いアキット

14：00開演

「笑い」「驚き」「感動」がつまった
不思議なマジックショー。
お子さまから大人まで、
皆様でお楽しみください。

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。
※4/28～5/6は特別興行期間の為、利用できません。

料　金
3,000円（一般料金4,200円）
（全席指定）

内　容
ハルビンで生まれ、終戦後日本に帰るまで、
そして戦後も亡命ロシア人の歌で育った加藤
登紀子。21歳でパリ行きの列車に乗り、その
後第2回日本アマチュアシャンソンコンクール
に優勝。それからのTOKIKO’S HISTORY、
「知床旅情」「百万本のバラ」「愛の讃歌」、登
紀子の歌ってきた地図は繋がっている。

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

料　金
①S席　5,900円
（一般料金 6,700円）
②S席　5,400円
（一般料金 6,700円）
※未就学児童入場不可

6/10（日）
15：30開演

内　容
天性の艶と張りのある声と抜群の歌唱力
を併せ持った島津亜矢。15歳でデビューし
た後は、NHK紅白歌合戦に出場するなど、
日本演歌界を牽引するほどの実力派へと
成長しました。2年ぶりの神戸公演、演歌
ファンをうならせる珠玉のステージをお楽
しみください。

6/16（土）
①昼の部 13：00開演
②夜の部 17：00開演

TOKIKO'S HISTORY「花はどこへ行った」
加藤登紀子コンサート

出　演
相曽晴日、石川優子、辛島美登里、柴田まゆみ、
スリーハンサムズ（細坪基佳、中村貴之、平賀和人）、
三浦和人（元雅夢）、
Chage

出　演
【脚本・演出・語り・歌】加藤登紀子、
【バラライカ】北川翔、
【アコーディオン】大田智美、
【ピアノ】鬼武みゆき、【ベース】鳥越啓介、
【パーカッション】はたけやま裕

内　容
1969年～1986年まで開催されたアマチュアの
音楽コンテスト「ポピュラーソングコンテスト（通
称：ポプコン）」。ニューミュージック全盛期となっ
た、1970～1980年代にかけて、新人歌手の登龍
門として全国の若者から熱く支持された同コン
テストが30周年といいう節目を迎えることを記
念し、ここから飛び立っていったミュージシャン
たちが、同窓会と称して再び集まることに！

料　金
全席指定
6,000円
（一般料金 6,800円）
※未就学児童入場不可

16：00開演

5/5（土・祝） 申込締切
4/17
（火）

申込締切
4/17
（火）

申込締切
4/17
（火）

僕らのポプコンエイジ
～Forever Friends, Forever Cocky Pop～

魔法使いアキット・マジカルステージ
『魔法の1ページ in 姫路キャスパホール』

島津亜矢 コンサート 2018

懐かしの洋楽ヒットパレード
第10回

ホールで楽しむ、懐かしの名曲

5/27（日）
14：00開演

三浦紘朗三浦紘朗（全席指定）

出　演
三浦紘朗（司会進行）

料　金
400円（一般料金500円）

031601増田→0320-01 野崎→032201増田→
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お知らせ

発売開始
4/16
（月）

デビュー10周年記念
三山ひろし 特別公演

5/7（月）～5/23（水） 7/1（日）～7/14（土）

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）

料　金
1階席　10,000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）

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

〈一〉阿蘭陀夢七捕物帖
〈二〉三山ひろしオンステージ
　　みやまつり

発売中

梅沢富美男・香西かおり
特別公演

宝塚大劇場宝塚大劇場宝塚大劇場宝塚大劇場新歌舞伎座新歌舞伎座新歌舞伎座新歌舞伎座

新作の時代劇と心温まる歌の世界！！

申込締切
4/19
（木）

祖国を追われた亡命者たちが集う、第二次世
界大戦前夜のパリ。ドイツから亡命してきた外
科医ラヴィックは、友人ボリスに助けられなが
ら、あてどなく仇敵を捜すだけの失意の日々
の中で鮮烈な恋を見出す……。2000年に雪
組で初演、主演を務めた轟悠が文化庁芸術祭
賞演劇部門優秀賞を受賞するなど、絶賛を博
した傑作ミュージカルの待望の再演となる。

ミュージカル・プレイ

『凱旋門』－エリッヒ・マリア・レマルクの小説による－
〈雪組公演〉かんぽ生命 ドリームシアター

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）

6/  9（土）
6/16（土）
6/25（月）
7/  7（土）

S席

A席

S席

S席

11：00

11：00

13：00

11：00

主演…（専科）轟 悠、（雪組）望海 風斗、真彩 希帆 

会員異動等の手続きはお早目に

慶弔給付金について慶弔給付金について

「給付金請求書」・「永年勤続証明書」・「保養所利用申込書」・「事業所健診申
込書」及び「人間ドック・脳ドック・遺伝子検査申込書」の用紙もご利用ください。

※姫路きょうさいのホームページでもダウンロードできます。
　（ガイドブック巻末ページ参照）

　4月は異動の時期です。新規採用者等は「会員追加届出書」を、退職者等は
「会員資格喪失届」をお早目に共済センター事務局まで提出してください。

3月末日をもって契約解除となりました。

■施設
●三木美術館

■風呂割引
●波賀温泉「楓湯」

■日帰り温泉 スタンプ帳
●天然温泉 ゆたりん
※4/1以降は“無料入湯券”引換対象外となります。

結婚祝金の変更

入学祝金の振込みについて

4月以降の支給から記念品が廃止となり、祝金として“22,000円”お振込みいたします。

〈変更前〉
20,000円と記念品

〈変更後〉
22,000円

入学祝金（平成30年４月に小・中学校入学）は、４月より受付順にお振込みいたします。
請求が集中するため、支払いが遅れたり、慶弔給付金の種類により支払い時期が前後することも
ありますがよろしくご了承ください。

契 約 解 除

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

031601増田→0320-01 野崎→
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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

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

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

●笠原会計事務所

※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

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

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。
イベントやスポーツ大会などに参加していただいたレポートなど
ご意見・ご感想を　　　　　　　　お寄せください! !どしどし

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。

●学習机（イス付）　30年ぐらい前に購入
　※取りに来ていただける方　無料

●スキーウェア一式セット（女性用）　10数年前に購入
　※取りに来ていただける方　無料

※事務局までお問い合わせください。

※利用方法については「2018 きょうさいガイドブック」P18をご参照ください！

5月号NEWSで上映作品をお知らせし、招待券を同封します!

会員の皆様  花便りが各地から届くこの頃です。ツアーや楽しい催しに参加お待ち
しています。共済センターにもニューフェイスが加わります。心機一転、何事に
もチャレンジしていきましょう！

5/13（日）名画劇場予定

下記の施設と契約ができましたのでご利用ください。

開園時間／9時～17時　休園日／木曜日・12/29～1/3

大　　　人　320円（一般料金 400円）
小・中学生　160円（一般料金 200円）

料金／

大　　　人　240円（一般料金 300円）
小・中学生　120円（一般料金 150円）

料金／

大　　　人　240円（一般料金 300円）
小・中学生　120円（一般料金 150円）

料金／

大　　　人　410円（～3/31）450円（4/1～）
小・中学生　  80円（～3/31）無　料（4/1～）

料金／

有料入場者に米1合プレゼント特典／

開園時間／9時～17時　休園日／水曜日・12/29～1/3

開園時間／9時～17時　休園日／木曜日・12/29～1/3 開園時間／9時30分～18時　休園日／12/29～1/3

神戸市立 須磨離宮公園
神戸市須磨区東須磨1-1
TEL.078-732-6688

3月1日より

神戸市立 相楽園
神戸市中央区中山手通5丁目3-1
TEL.078-351-5155

神戸市立 森林植物園
神戸市北区山田町上谷上字長尾1-2
TEL.078-591-0253

あいな里山公園
神戸市北区山田町藍那字田代
TEL.078-591-8000

会員証提示にて
5名様まで割引

会員証提示にて
5名様まで割引

会員証提示にて
5名様まで割引

会員証提示にて
5名様まで割引

2018 きょうさいガイドブックの
発行について
2018 きょうさいガイドブックの
発行について
「2018きょうさいガイドブック」については、
4月中旬までに皆様のお手元に届くよう
手配しておりますのでお楽しみに！

•かんぽの宿 伊野  •かんぽの宿 観音寺  •ペンション TOSS（トス）

センター
より

あなたの　　を聞かせてください!!声 ★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

!

新規加入事業所

新 規 契 約

リサイクルBOX

譲ります

保 養 所
4月1日より

031601増田→0320-01 野崎→0323-01 野崎→
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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？

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！！

180316-01 野崎→0320-01 野崎→

109551_きょうさいニュース2018年4月号-P12
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