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公益財団法人 姫路市中小企業共済センター

ホームページアドレス

未加入事
業所をご紹

介ください
!

未加入事
業所をご紹

介ください
!お問合せ・お申込み

受付時間 8:35～17:20  ※土日祝・年末年始を除く〒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

2019表紙デザイン 努力賞　「5月」　太平工材㈱　平位 和子さん
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チケット等の
当日発送を
ご希望の方は
14:30までに
お申込みを！

会員数 39,209名
（2019年4月1日現在）

文化･教養･
レクリエーション

●家庭常備薬のあっせん
●名画劇場
●姫山人形教室
●金継ぎ体験教室 ●プロ野球

●第29回 サッカー大会の結果　等

●パルナソスホール
●宝塚大劇場
●新歌舞伎座　他

●姫路市中小企業永年勤続
　優良従業員表彰受賞候補者
　の募集について
●新規加入事業所
●リサイクルBOX　他

おかげさまで
設立45周年

2.3

スポーツ 6.7
観劇 10.11

チケット
●いちご狩り（美作農園）
●潮干狩り（新舞子・的形）
●姫路セントラルパーク　等

8.9 お知らせ 11旅行
●夕日ヶ浦温泉活アワビ会席とメロン食べ放題
●琵琶湖汽船ミシガンランチビュッフェツアー
●よしもと祇園花月と湯豆腐料理と
　　　 京都タワー展望室からの絶景を　  他

4.5
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共済
センター
共済
センター②案内書等送付

①申込み

会員会員

申込方法ULTURE
& 

C
ECREATIONR文化・教養

レクリエーション （079）293-5680（079）293-5670

申込締切と商品のお届け時期

商品に関する問合せ先

姫山人形教室
申込締切

6/1
（土）

健康保持のため、
ご家庭でのちょっとしたケガや病気に備えて、

家庭常備薬をあっせんします。

白石薬品㈱　大阪支社　公益財団法人 姫路市中小企業共済センター係　TEL.072-961-7471

同封の専用申込用紙に必要事項を記入のうえ、共済センターへ
FAXまたは郵送にてお申込みください。（電話は不可）

申込
方法

支払方法 商品代金と送料を商品お届け時に配送業者に現金でお支払いください。
(1件につき送料500円・但し3,500円以上の注文の場合は無料）

0120-61-8891FAX（フリーダイヤル）

お申込みは
同封の用紙で

第1回目　締切 5月10日㈮…6月初旬（3～5日頃）お届け
第2回目　締切 5月24日㈮…6月中旬（17～19日頃）お届け

と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館　工芸工房

参 加 料 会員・同居家族 1,250円（一般料金2,500円） 募集人数 10名（申込多数の場合抽選）

（1）往復ハガキ
教室名、事業所名（コード）・会員名（コード）、参加者名
住所、電話番号を書き、下記宛先へ送付してください。
〒671-2201  姫路市書写1223番地  書写の里・美術工芸館「姫山人形教室」係
（2）応募専用サイト
パソコンや携帯電話を使って、下記の専用サイトより応募してください。
http://www.city.himeji.lg.jp/kougei/k/
※通信欄に、事業所名（コード）、会員名（コード）を必ず記入

（1）または（2）の方法でお申込みください。申込方法

10：00～16：006月15日（土）・16日（日）と 　 き

二日かけて木彫りから色付けまで、
姫山人形の全工程を体験。

家庭常備薬のあっせん

128822＿きょうさいニュース2019年5月号_P2
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申込締切

6/13
（木）と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館　竹林工房

参 加 料 会員・同居家族 1,000円（一般料金2,000円） 募集人数 各10名（申込多数の場合抽選）

（1）往復ハガキ
教室名、時間帯、事業所名（コード）・会員名（コード）、参加者名
住所、電話番号を書き、下記宛先へ送付してください。
〒671-2201  姫路市書写1223番地  書写の里・美術工芸館「金継ぎ体験教室」係
（2）応募専用サイト
パソコンや携帯電話を使って、下記の専用サイトより応募してください。
http://www.city.himeji.lg.jp/kougei/k/
※通信欄に、事業所名（コード）、会員名（コード）を必ず記入

（1）または（2）の方法でお申込みください。申込方法

①10：00～11：30　②13：00～14：306月23日（日）と 　 き

名画劇場

きん つ

金継ぎ体験教室

6月2日（日）
9：30開場予定

と 　 き

招待券は今月号に同封

駐車場に限りがありますので、公共交通機関等でご来場ください。

●招待券は、各事業所へ会員（2019年4月1日現在）
　3名につき1枚の割合で配布しています。
●招待券1枚で2名様まで入場できます。(自由席）
　（会員又は同居家族のみ利用可）
●満席の場合、入場できない場合があります。

注意事項

と こ ろ

姫路市文化センター  大ホール

上映時間

第1回  10：00～12：00
第2回  12：10～14：10
第3回  14：20～16：20

（入替無し）

陶器や磁器の欠けた部分にパテを埋め、
金粉を蒔き、漆を上塗りして仕上げる。

こんな夜更けにバナナかよ
愛しき実話

ⓒ2018「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」製作委員会

2019_0401-01 野崎→040901増田→0410-01 野崎→0411-01 野崎→041201野崎→
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旅行
申込方法

RAVELT
（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。

申込みは
旅行社へ! ②案内書等送付（注）

①申込み

旅行社旅行社会員会員

旅 行 社 名 支　店　名 商　品　名 電話番号

姫路山陽百貨店営業所 ☎223-6071
近畿日本ツーリスト関西 メイト及びホリデイ

姫 路 支 店 ☎288-5681

神姫バスツアーズ 姫 路 支 店 ☎289-0111

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 ☎289-2121

姫 路 支 店 ☎289-2120
姫路みゆき通り店 ☎224-7800

イオンモール姫路
リバーシティー店 ☎231-2324
イオンモール姫路
大 津 店 ☎230-0540

東武トップツアーズ 姫 路 支 店 Feel:フィール ☎224-5761

日 本 旅 行
姫 路 支 店

赤い風船、マッハ及びベスト
☎281-1360

T i s 姫 路 支 店 ☎225-0401
農 協 観 光 姫 路 支 店 Nツアー ☎284-3100
名鉄観光サービス 姫 路 支 店 パノラマ及びマーチ ☎289-1388

神姫バスの旅、LIMON及びウイングス
姫 路 支 店 タビックスワールド ☎223-3900タビックスジャパン

旅行社及び商品名

※写真はイメージです。※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

申込締切

5/17
（金）

会員・同居家族　     9,500円
同　  伴　  者　   12,200円

姫路駅南　　海鮮せんべい但馬　　メロン園（収穫体験）　　海花亭 花御前（昼食）　　かに一番 木津店（買物）

　　播磨屋本店 豊の岡工園店（買物）　　姫路駅南
8:00

15:20 15:50 18:00頃

9:30 10:00 11:15 11:45 14:05 14:3512:00 14:00

夕日ヶ浦温泉活アワビ会席とメロン食べ放題

行　程

6月30日（日）

農協観光　姫路支店　TEL.079-284-3100  FAX.079-288-7846　担当/鎌田・隅谷・山村取扱旅行社

アワビをはじめとした丹後
の味をご賞味ください。
食後は、甘～くて美味しい
砂丘メロンが食べ放題♪

収穫したメロンを
1人1玉お持ち帰り
いただけます。

メロンの収穫体験！

活アワビ会席とメロン食べ放題！

80名（申込多数の場合抽選）

対象期間：4月1日～3月31日（帰着）

左表の各旅行社支店の「商品名覧」の泊付ツアーで2020年3月31
日までに帰着のもの。
ただし、3,000円未満のツアーは対象となりません。

①旅行社に会員である旨を伝え、
 「共済センター奨励ツアー利用申込書」を提出。
 （用紙は各旅行社にあり）
②共済センターが審査後、旅行社から会員へ連絡。

※申込み済のツアーが対象ツアーである場合は、お早めに利用申込
みをしてください。

※割引が受けられるのは年度内 会員・同居家族１回限りです。
※申込み済のツアーをキャンセルされる場合は、旅行社に連絡して
ください。

対象ツアー

利用方法

注意事項

手続きは旅行出発までに！

2019年度きょうさい奨励ツアー

きょうさいツアーは対象となりません。

3,000円割引会　　員
同居家族

お土産 メロン1玉 活アワビ会席
メロン食べ放題

（お食事後30分）

会員・同居家族　 11,000円
同　  伴　  者　 14,300円

琵琶湖汽船ミシガンランチビュッフェツアー

行　程

7月7日（日）

名鉄観光サービス　姫路支店　TEL.079-289-1388  FAX.079-289-3182　担当/福田・中澤・藤本取扱旅行社

姫路駅南　びわ湖バレイ（散策）　琵琶湖汽船「ミシガンクルーズ」（乗船・昼食）　井筒八ッ橋本舗 追分店（買物）　姫路駅
8:00  10:30 12:20 13:30 14:50 15:05 15:35 17:30頃

※写真はイメージです。※写真はイメージです。ミシガン号ミシガン号

船上からの琵琶湖の絶景と
美味しいビュッフェ！

びわ湖バレイ内のテラスから、
琵琶湖を一望できます。ロープ
ウェイからの景色も必見！

テラスから望む琵琶湖の絶景！
船上から夏の琵琶湖の風
景をお楽しみください。
船内では美味しいビュッ
フェや陽気な音楽等、楽し
みがいっぱいです♪

80名（申込多数の場合抽選）

ロープウェイ利用 ランチビュッフェ 約80分

申込締切

5/17
（金）

年間通して利用出来ます。

128822＿きょうさいニュース2019年5月号_P4
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7:45 10:00

徒歩 徒歩

11:30 12:00 13:30 14:00 15:30 17:45頃京名物「湯豆腐」 展望室から街並み展望

会員・同居家族　   9,200円
同　  伴　  者　 11,900円

よしもと祇園花月と湯豆腐料理と京都タワー展望室からの絶景を

行　程

7月14日（日）

タビックスジャパン　姫路支店　TEL.079-223-3900　FAX.079-223-2333　担当/田中取扱旅行社

姫路駅南　　よしもと祇園花月　　祇園 かがり火（昼食）　　京都タワー　　京都駅地下街（買物）　　姫路駅南

京都オリジナルの「吉本新喜劇」！

地上100メートルにある展
望室から古都京都の街並
みを360度見渡せます。

京都タワーから
古都京都を展望！

京都でも、新喜劇
の生の笑いを体感
できます。あの定番
ネタや新ネタが見
れるかも…。

80名（申込多数の場合抽選）
申込締切

5/17
（金）

10:30開演

※写真はイメージです。※写真はイメージです。 灘五郷蔵元灘五郷蔵元太陽の塔太陽の塔

会員・同居家族　   6,300円
同　  伴　  者　   8,000円

姫路駅南　　　　　灘五郷蔵元（見学）　　　　　太陽の塔　　　　　EXPOCITY（散策）　　　　　姫路駅南
8:30 10:15 11:15 12:00 12:30～内部観覧 15:45 17:00頃13:15

徒歩

「太陽の塔」内部観覧と灘五郷蔵元

行　程

5月26日（日）

タビックスジャパン　姫路支店　TEL.079-223-3900　FAX.079-223-2333　担当/田中取扱旅行社

残り20名（先着順）

残り10名（先着順）

残り20名（先着順）

日本旅行　姫路支店　TEL.079-281-1360　FAX.079-289-0851　担当/夜久・生柄・池田
や　　く はい   づか

会員・同居家族　 10,400円
同　  伴　  者　 13,400円

姫路駅南　　　　　　　宝塚大劇場 S席　　　　　　　姫路駅南
9:00 10:30 15:0011:00開演  14:00終演予定 16:15頃

宝塚歌劇観劇ツアー

行　程

6月9日（日）

取扱旅行社

『壬生義士伝』
み　　ぶ　　ぎ　　し　  でん

〈雪組公演〉  かんぽ生命 ドリームシアター

主演…望海 風斗、真彩 希帆

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

浅田次郎氏のベストセラー小説
「壬生義士伝」が、宝塚歌劇で舞台化！

昼食のお弁当（お茶付）を劇場ロビーにてお渡しします。
開演前もしくは幕間にお召し上がりください。（10:30開場）

会員・同居家族　 13,700円
同　  伴　  者　 17,800円

沼島旬のはも料理

行　程

6月16日（日）

東武トップツアーズ 姫路支店　TEL.079-224-5761  FAX.079-288-0109　担当/小林・福井・大村取扱旅行社

姫路駅南 　　　　土生港 　　　　沼島港 　　　　料理旅館 木村屋（昼食） 　　　　沼島港 　　　　土生港

　　たこせんべいの里（買物）　　　　淡路ハイウェイオアシス（買物）　　　　姫路駅南
15:55 16:30 

9:20 11:55 12:05 12:20 鱧づくしコース 14:20 14:40 14:50

船 船

16:45 17:25 18:25頃

徒歩 徒歩

※写真はイメージです。※写真はイメージです。 木村屋木村屋 たこせんべいの里たこせんべいの里

127188＿きょうさいニュース2019年4月号_P5
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スポーツ SPORT

ほっともっとフィールド神戸  ⒸORIX Buf faloes

外野席（ライト側中段6席）…〈共済料金〉  3,000円→    　　　　　　　　  （2席分）

グリーン席（ネット裏10席）…〈共済料金〉11,000円→    　　　　　　　　  （2席分）

7日（金）、  8日（土）、  9日（日）、
10日（月）［予備日］

募　集
指定席

試合日カード 締切日

5/17
(金）必着

日本ハム
19日（水）、20日（木）、

21日（金）、22日（土）、23日（日）

試合日カード 締切日

5/17
(金）必着埼玉西武

9,000円45周年
記　 念

2,000円45周年
記　 念

5月のカード〔申込みは先着順（TEL.293-5670）〕
甲子園 中日…10日（金）、広島…17日（金）、ヤクルト…21日（火）、22日（水）、23日（木）、巨人…28日（火）外野のみ、30日（木）外野のみ

楽天…10日（金）ほっともっとフィールド神戸

楽　　天

締切日（必着）までに、ハガキに事業所名（コード）・会員名（コード）・試合日・カード・席名・連絡先
（電話番号）を記入し、共済センター宛送付してください。抽選のうえ当選者に「指定席券」（2席
分）をお送りします。（抽選ではずれた方には通知しませんのでご了承ください。）
※ハガキ以外の申込みは一切受付出来ません。※ハガキはお1人1試合につき1枚しか申込み出来ません。
※指定席券は2席分のセットになります。

申込方法

料金は試合後、「納付書」を送付しますので指定日までにお振込みください。
（試合が雨天等で中止の場合、入場券は無効となります。）

料金の支払い

甲子園球場
（阪神戦）

6月のカード ※緑色の試合日はデーゲーム

感謝を込めて“記念料金”で観戦できます！共済センター共済センター

45周年
記念
45周年
記念

プロ野球

ル ー ル ●4人制　 ●1セット15点の3セットマッチ（予定）    ●ラリーポイント制
●ジュースの場合は2点差がつくまで（上限17点）
●コートサイズ：13.40m×6.10m、ネット高さ：2m　●ボールはソフトバレーボール用

と こ ろ 姫路市立総合スポーツ会館

申込方法 選手名（登録は8名まで）、事業所名（コード）、会員名（コード）、代表者名、
連絡先を明記の上、FAXもしくはハガキで共済センターまで。

参 加 料 無料10：00～6月9日（日）と 　 き

募集チーム数 残り 8チーム（先着順）

第15回 ソフトバレーボール大会

128822＿きょうさいニュース2019年5月号_P6
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3/24（日）  18チーム参加 
姫路市立球技スポーツセンター 球技場

（終了未定）『ドラえもん　のび太の月面探査記』『名探偵コナン　紺青の拳（フィスト）』『ハンターキラー　潜航せよ』『シャザム！』『キングダム』

『映画クレヨンしんちゃん　新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～』『アベンジャーズ　エンドゲーム』『バースデー・ワンダーランド』

『東映まんがまつり 「映画おしりたんてい カレーなるじけん」「えいが うちの3姉妹」「映画爆釣バーハンター 謎のバーコードトライアングル！爆釣れ！神海魚ポセイドン」三本立て』

　　　　　『賭ケグルイ』『名探偵ピカチュウ』『ルパンレンジャーVSパトレンジャーVSキュウレンジャー』

　　　　　『KING OF PRISM―Shiny Seven Stars―Ⅳ』　　　　　　『初恋　お父さん、チビがいなくなりました』『ラ・ヨローナ～泣く女～』

『轢き逃げー最高の最悪な日ー』『チア男子!!』　　　　　『コンフィデンスマンJP』『うちの執事が言うことには』『レプリカズ』『居眠り磐音』

　　　　　『空母いぶき』『小さな恋のうた』『プロメア』『貞子』　　　　　『武蔵-むさし-』

　　　　　『ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ』『パラレルワールド・ラブストーリー』『さよならくちびる』『長いお別れ』

映画館の窓口に、料金と映画入場引換券（ニュース
3月号11ページ）を出していただくと、
当日入場券と引換のうえ入場できます。
※映画入場引換券は再発行できませんので、大切に保管
してください。
※都合により、上映作品や日程が変更になる場合がありま
す。行かれる前にご確認を。

アースシネマズ姫路アースシネマズ姫路 ℡.079-287-8800℡.079-287-8800
※4DX及び3D上映の場合、
　追加料金が必要となります。

3日～

10日～4日～

17日～

24日～ 25日～

31日～
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優勝 サントクコンピュータサービス㈱A
日東運輸㈱準優勝

大人1,300円
（一般料金1,800円）

料　金映画
案内 5月
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第29回 サッカー大会の結果
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優勝 齊藤鋼材㈱
㈱JTB 姫路支店準優勝
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ホームページから
チケットの申込みが
できるようになりました！

ホームページから
チケットの申込みが
できるようになりました！

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）

大　人　640円
（一般料金1,000円）

〈問合せ先〉TEL（0868）74-3887

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）

幼児（3 才 以 下） 無料

的　形
〈市内的形町的形〉

4/1（月）～6/30（日）

美作農園
〈岡山県美作市奥585-1〉

五大浮世絵師展
ー 歌麿・写楽・北斎・広重・国芳 ー

5/7（火）～5/31（金）

4/20（土）～6/16（日）

大人（中学生以上） 1,150円（一般料金1,600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）

大　　 人　960円（一般料金1,400円）
大・高校生　640円（一般料金1,000円）
中・小学生　320円（一般料金　600円）

新 舞 子
〈たつの市御津町黒崎〉

4/13（土）～6/30（日）

休憩料込み

ケットチ ICKETT
家族・職場の仲間と

淡路ファームパーク イングランドの丘
3ヵ月間有効

淡路ワールドパーク ONOKORO
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）300円
（一般料金800円）

小人（4 才 以 上）150円
（一般料金400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）

潮 干 狩 り

兵庫県立歴史博物館
チームラボ

世界は暗闇からはじまるが、
それでもやさしくうつくしい

4/20（土）～6/16（日）

姫路市立美術館

いちご狩り

申込方法
①申込み

②チケット・納付書を事業所に送付

【受付時間】8：35～17：20
※土日祝・年末年始を除く

チケット等の当日発送をご希望の
方は、14：30までにお申込みを！

※申込み後のキャンセルはできま
せん。

※チケットは金券です。払戻し・返
金はできません。

※料金が変更される場合があり
ますのでご注意ください。

共済
センター
共済
センター会員会員

（079）293-5680（079）293-5670
http://www.himeji-kyosai.or.jp （24時間受付可）HP

要予約

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）

詳しくはニュース4月号12ページをご覧ください♪詳しくはニュース4月号12ページをご覧ください♪

残り10枚
（先着順）

033001増田→040401増田→040801増田→040901増田→041201増田→041501増田→041601増田→041701増田→041801増田→

128822_共済センター_きょうさいニュース5月_P08
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現在休園中です。

9月30日まで有効

「会員証」提示や
「協定割引利用券」提出で
割引が受けられる
施設もあります。
詳しくはガイドブック
P34～37をご覧ください♪

「会員証」提示や
「協定割引利用券」提出で
割引が受けられる
施設もあります。
詳しくはガイドブック
P34～37をご覧ください♪

温水プール（中地・香寺）
6ヵ月間有効

須磨海づり公園平磯海づり公園
3ヵ月間有効全面開園しました。

釣堀センター 水宝

姫路城クオカード 駐車場プリペイドカード

3ヵ月間有効 4月より、香寺も
利用可能になりました。

スポーツクラブ ルネサンス姫路
3ヵ月間有効

※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

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（中地・香寺）
6ヵ月間有効

スポーツクラブNAS

イオンスポーツクラブ（リバーシティ内）

3ヵ月間有効

姫路市立遊漁センター
6ヵ月間有効

須磨海浜水族園
3ヵ月間有効

神戸どうぶつ王国
3ヵ月間有効

400円（1人2枚まで）（入場料＋渡船料込み）

〈問い合わせ先〉
つり堀 水宝　TEL.079-327-1243

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）

海　遊　館
3ヵ月間有効

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ
3ヵ月間有効

関西サイクルスポーツセンター
3ヵ月間有効

姫路太陽公園・白鳥城
3ヵ月間有効

好　古　園
6ヵ月間有効

ヨーデルの森
3ヵ月間有効

ニ フ レ ル

ロープウェイ往復乗車券を含む

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（高校生以上） 1,500円（一般料金2,000円）

小人（小・中学生） 　750円（一般料金1,000円）

幼児（ 3 才以上） 400円（一般料金  600円）

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 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

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）
※未就学児は無料

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）

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）

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）

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（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）700円
（一般料金1,000円）

小人（6才～15才）450円
（一般料金　600円）

（申込多数の場合抽選）

〔申込締切〕5/20（月） 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

900円（一般料金 1,620円）

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 ※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

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）

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

4,500円券：3,600円
（一般料金4,000円）

2,200円券：1,800円
（一般料金2,000円）

〈使用可能駐車場〉
大手門駐車場・イーグレ地下駐車場・大手前公園地下駐車場・姫山駐車場
城の北駐車場・手柄山周辺駐車場

033001増田→040401増田→040801増田→
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10

発売中発売中

懐かしの洋楽ヒットパレード
第12回 ～時代を越えて聞きたい洋楽～

三浦紘朗三浦紘朗（全席指定） ※未就学児入場不可

料　金
一般　400円（一般料金 500円）

料　金
3,600円（一般料金 4,500円）

出　演
三浦紘朗（司会進行）

思い出よみがえる
懐かしのヒットパレード

5/30（木）
りゅーとぴあ発

『イン・ザ・プール』

抱腹絶倒の二人芝居が姫路に登場！

（全席指定） ※未就学児入場不可

7/7（日）14：00開演

出　演
渡辺 徹、内 博貴
内　容

〈原作〉 奥田英朗『イン・ザ・プール』（文春文庫）
〈上演台本・演出〉 笹部博司
〈ステージング〉 舘形比呂一

5/11（土）

発売中

発売中発売中発売中

※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。

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。

平　　日　①12：30
土・日・祝　①12：30　②15：30

プログラム　白鳥の湖／瀕死の白鳥他 小作品／海底の帝国（せむしの仔馬）

料　金 3,000円（一般料金4,200円）　 （全席指定）

ⓒおまけ星ⓒおまけ星

小林沙羅小林沙羅MayJ.MayJ.

こどもオペラ
ブレーメンの音楽隊

パルナソス アフタヌーン コンサート
池内 響  バリトン

ハイクオリティな演奏を、
リーズナブルに♪ 贅沢な午後のひととき

ハイクオリティーな演奏で、
贅沢な午後のひとときを

池内 響池内 響大久保 祐奈大久保 祐奈

出　演
池内 響（バリトン）
榎本優人（ピアノ）

14：00開演

（全席指定） ※未就学児入場不可

料　金
一般　　　 800円（一般料金 1,000円）
高校生以下 400円（一般料金 　500円）

料　金
一般　　　 800円（一般料金 1,000円）
高校生以下 400円（一般料金 　500円）

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）

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 宝塚大劇場宝塚大劇場

姫路市文化センター 大ホール姫路市文化センター 大ホールパルナソスホールパルナソスホール

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

姫路キャスパホール姫路キャスパホール

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
0歳から入場可！
親子で楽しむ夏休み名曲コンサート

（全席指定）

8/23（金）①11：00開演
②14：00開演

料　金
各回 400円（一般料金500円）

内　容
歌とヴァイオリン、フルート
クラリネット、トランペット
ピアノのミニオペラ

池辺晋一郎presents
シンフォニック・プリンセス

（全席指定） ※未就学児入場不可

7/21（日）
14：00開演

14：00開演

懐かしの洋楽ヒットパレード
第13回 ～私を元気にしてくれた一曲～

三浦紘朗三浦紘朗（全席指定） ※未就学児入場不可

料　金
一般　400円（一般料金 500円）

出　演
三浦紘朗（司会進行）

思い出よみがえる
懐かしのヒットパレード

9/26（木）
14：00開演

発売開始発売開始発売開始発売開始
5/10
（金）

5/10
（金）

5/10
（金）

5/10
（金）

発売開始発売開始発売開始発売開始
5/29
（水）

5/29
（水）

5/29
（水）

5/29
（水）

©前島吉裕©前島吉裕（全席指定） ※未就学児入場不可

演　目
能 「葵上」梓之出・空之祈 山階彌右衛門、江崎正左衛門　他
仕舞 田中章文、山田義高　他

光源氏の愛を失った女性の
悲しみと怒り

8/18（日）
13：30開演

発売開始発売開始発売開始発売開始
5/16
（木）

5/16
（木）

5/16
（木）

5/16
（木）

料　金
S席  4,800円（一般料金6,000円）
A席  3,200円（一般料金4,000円）
B席  1,600円（一般料金2,000円）

出　演
池辺晋一郎（ナビゲーター）、小林沙羅
白羽ゆり、MayJ.（歌）、茂木大輔（指揮）
日本センチュリー交響楽団（演奏）

第26回 キャスパ能

申込締切
5/17
（金）

N響メンバーによる
トロンボーン四重奏

曲　目
シャイト：カンツォン
ベートーヴェン：3つのエクアーレ　他

出　演
新田幹男、古賀 光、池上 亘
黒金寛行（トロンボーン）

料　金
一般　2,800円（一般料金 3,500円）
学生　1,200円（一般料金 1,500円）

（全席指定） ※未就学児入場不可

曲　目
ボルヌ：カルメン・ファンタジー
ショパン：ロッシーニの歌劇「シンデレラ」の主題による幻想曲　他

出　演
大久保祐奈（フルート）、笹 まり恵（ピアノ）

5/19（日）
14：00開演

パルナソス アフタヌーン コンサート
大久保祐奈 フルート

～ファンタジーの世界へ～

8/17（土）
14：00開演

（全席指定）

新田 幹男新田 幹男 古賀 光古賀 光

黒金 寛行黒金 寛行池上 亘池上 亘

※未就学児入場不可
※学生：25歳以下の学生の方対象

観劇
HEATERT 申込方法

①申込み

④通知

②申込み

③通知

共済
センター
共済
センター 劇　場劇　場会員会員

※申込み後のキャンセル及び返金はできません。
※姫路市文化センター、パルナソスホール、姫路キャスパホール以外の公演で郵送を希望される場合は、
別途郵送料（簡易書留料金310円）をいただきます。

※申込多数の場合、抽選となります。

料　金
S席　7,900円（一般料金 8,700円）

申込締切
5/17
（金）

10/13（日）
16：00開演

※未就学児入場不可
※開演に遅れた場合、演出等の
　都合により、すぐにお席に
　ご案内できないことがあります。

（全席指定）

※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。

（全席指定）
※申込多数の場合抽選

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団
2019年日本公演

内　容
あの笑いと感動が帰ってくる！ニューヨーク発！
男性だけのコメディ・バレエ団 トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団が、
２年ぶりの日本公演決定！
※都合によりプログラムが変更になる場合がございます。

申込締切
5/17
（金）

※3歳以上はチケット必要、
　3歳未満の入場不可

（全席指定）
※申込多数の場合抽選

8/17（土）
郷ひろみ

Hiromi Go Concert Tour 2019

18：00開演

申込締切
5/17
（金）

料　金
S席　5,700円（一般料金 6,500円）

（全席指定） ※未就学児入場不可

※申込多数の場合抽選

9/21（土）
15：00開演

内　容
自身のヒット曲『下町の太陽』や
『男はつらいよ』などの名曲を、夫
で作曲家の小六禮次郎とともに披
露するコンサートが再び劇場に。

料　金
7,700円（一般料金 8,000円）

内　容
常に圧巻のライブパフォーマンス
でファンを魅了し続ける郷ひろ
み。2019年も神戸公演でぜひ最
高のパフォーマンスをお楽しみく
ださい！

申込締切
5/17
（金）

※申込多数の場合抽選

8/4（日）
それいけ！アンパンマン
ミュージカル『おかしの国のおかしなパーティ』

11：00開演
14：00開演

料　金
2,500円（一般料金 3,000円）

内　容
「それいけ！アンパンマン」が楽しい
ミュージカルになって神戸にやってきます！
愛と勇気の冒険へ、アンパンマンと繰り出そう！

『GOD OF STARS -食聖-』
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）

〈星組公演〉 ミュージカル・フルコース

7/14（日）
7/20（土）
7/26（金）
8/  3（土）

S席

S席

S席

A席

11：00

11：00

13：00

11：00

（全席指定）

上海、マカオ、シンガポール、ドバイ等のゴージャス
でスタイリッシュな現代のアジアを舞台に華やか
に描き上げる、アジアン・クッキング・コメディー。

主演…紅 ゆずる、綺咲 愛里

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

※申込多数の場合
　抽選

倍賞千恵子コンサート
with 小六禮次郎

こ　  ろく　 れい　  じ　  ろう

040201増田→040401増田→040801増田→041001増田→041501増田→
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発売中発売中
発売開始発売開始発売開始発売開始
5/15
（水）

5/15
（水）

5/15
（水）

5/15
（水）

新歌舞伎座新歌舞伎座
新歌舞伎座開場60周年記念特別企画
梅沢富美男 コロッケ 特別公演

（全席指定） ※未就学児入場不可

8/2（金）～8/27（火）

料　金
1階席　  8,500円（一般料金 10,000円）
2階席　  4,300円（一般料金   5,000円）
３階席　  2,600円（一般料金   3,000円）
特別席　10,200円（一般料金 12,000円）

新歌舞伎座開場60周年記念特別企画
松平健 川中美幸 特別公演

（全席指定） ※未就学児入場不可

6/7（金）～6/28（金）

料　金
1階席　11,100円（一般料金 13,000円）
2階席　  5,100円（一般料金   6,000円）
３階席　  2,600円（一般料金   3,000円）
特別席　12,800円（一般料金 15,000円）

中村玉緒　特別出演
豪華キャストでおくる「人情時代劇」、お馴染みの
ヒット曲熱唱に絢爛『マツケンサンバ』など
盛りだくさんなショーの二部構成！

新歌舞伎座開場60周年記念
市川由紀乃 特別公演

（全席指定） ※未就学児入場不可

7/5（金）～7/18（木）

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）
３階席　  2,600円（一般料金   3,000円）
特別席　11,900円（一般料金 14,000円）

初座長・市川由紀乃が島倉千代子の
数奇な人生を全力で演じる芝居、
そして新曲から往年の名曲まで
歌い上げるオンステージ!!

キケンな二人がついに共演!!
何が飛び出すのか！奇想天外!?
人情時代劇＆大爆笑ステージ

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

公益財団法人 姫路市中小企業共済センター　事務局 宛
TEL：079-293-5670／FAX：079-293-5680
e-mail：kyosai@himeji-kyosai.or.jp

ハガキ：〒670-0976 姫路市中地354番地 姫路市勤労市民会館2F

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!（500円分）
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・・・・・

など、どしどしご意見をお寄せください!

お知らせ INFORMATION

新規加入事業所

リサイクルBOXリサイクルBOX
利用者募集中！！ 譲ります 「譲りたいモノ」の 品名、購入時期、使用頻度、希望価格  等

譲ってほしい「譲ってほしいモノ」の 品名、希望価格　等
※紙面の都合で掲載できない場合もあります。　※動物・自動車関係の部品等は、掲載できません。

申込みは電話又はFAXで共済センター事務局まで。　　  締切日：毎月10日
下記内容及び事業所名（コード）・会員名（コード）・電話番号をお伝えください。

あなたの声を聞かせてください!!あなたの声を聞かせてください!!
〇〇の割引チケットを取り扱ってほしい！
こんな事業を実施してほしい！
きょうさいニュースの〇〇を見やすくしてほしい！

例えば…

セ ン タ ー よ り

2019ガイドブック掲載内容について
25ページ 指定保養所　あさぎり荘 追加 〈優待特典〉お一人につき銚子又はソフトドリンク1本サービス

姫路市中小企業永年勤続優良従業員表彰 受賞候補者の募集について姫路市中小企業永年勤続優良従業員表彰 受賞候補者の募集について

●㈱ウェルネス兵庫　●㈱ケイテック
●㈱はるかな　　　　●和田開発

新社会人の皆さま、新たな環境や生活には慣れましたか？1ヵ月が経過し、
疲れも溜まってきている頃かと思います。そんな時には、きょうさいを上手く
利用し、安くお得にリフレッシュしてくださいね♪

ご加入
ありがとうございます!
ご加入
ありがとうございます!

対象者 表彰式
7月26日（金）　イーグレひめじ3階
男女共同参画推進センター内　あいめっせホール

姫路市内の中小企業に勤務する人（法人の有給役員及び家族従業員を除く。）で、
同一事業所に20年以上勤務し、勤務成績の優秀な人

申請方法
所定の用紙（労働政策課備付け、又は姫路市ホームページより取り出し）に
必要事項を記入の上、5月17日（金）までに所属企業から申請

姫路市労働政策課　TEL.221-2094
申請・問合せ先

※事務局まで
　お問合せください。

●椅子、机・テーブル（頑丈なもの） 無料～安価希望
●大人用自転車（カゴ付、26インチくらい） 無料～安価希望
●焼きいも器 無料～安価希望
●医療用ウィッグ、普通ウィッグ（女性用、セミロングまで） 無料～安価希望

譲って
ほしい

128822_共済センター_きょうさいニュース5月_P11
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白石薬品株式会社
医薬品販売業者

〒567-0005 大阪府茨木市五日市１丁目１０番33号  TEL. 072－645－4666

詳しくは
今月号にはさみこみしております
「家庭常備薬等の斡旋について」
をご覧ください。
皆様のご利用お待ちしております。

ヘルス&ビューティー
50g〈近江兄弟社〉

580円580円

このマークが
目印です！！『特納品』を

ご存知ですか？

と く の う ひ ん

特納品とは、健康保険組合・共
済組合・各種団体等で疾病予防
の一環として、各組合員に特別
限定販売されている商品で、市
販はされておりません。

とく
のう家庭常備薬等の斡旋について 第②類医薬品

プレコールかぜ薬錠
第一三共4

感　冒　薬

参考価格 1,166円 ⇒ 350円参考価格 2,160円 ⇒ 400円 参考価格 486円 ⇒ 350円 参考価格 637円 ⇒ 360円参考価格 637円 ⇒ 370円

解熱鎮痛剤 胃　腸　薬

飲み過ぎ、胸やけ、胃部不快感など

太田胃散＜分包＞
16包〈太田胃散〉 第2類医薬品

とく
のう

とく
のう

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などにかぜの諸症状の緩和

プレコールかぜ薬錠
60錠〈第一三共〉

バファリンＡ
16錠〈ライオン〉第②類医薬品 第②類医薬品

かぜの諸症状
の緩和

『熱・痛みに効く2種類の解
熱鎮痛成分とビタミンC配
合。5才から』

『熱・痛みに効く2種類の解
熱鎮痛成分とビタミンC配
合。5才から』

●60錠

とく
のう

ベルディオUV モイスチャーエッセンス

合計122品目をご案内（一部掲載しています）

セルフケア・セルフメディケーションで
いきいき元気な毎日を！軽い病気やけがは自分で手当てを！

お肌にやさしい低刺激性の
日焼止めエッセンス。
ウォータープルーフ。
顔・からだ用。SPF50+、PA++++

『花粉・PM2.5・
乾燥からも

お肌をしっかり守
る』『花粉・PM2.5・
乾燥からも

お肌をしっかり守
る』

参考価格 オープン ⇒

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!!

〒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

40,000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！！

128822＿きょうさいニュース2019年5月号_P12
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