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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
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No.354

姫路

NEWS

姫路

NEWS

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 39,689名
（2019年8月1日現在）

おかげさまで
設立45周年

2019表紙デザイン 佳作　「こんにちは!明るい姫路へようこそ!」　太平工材㈱  伊藤 紗耶さん（会員家族）

●大相撲姫路場所
●紙漉き体験教室　他

文化･教養･
　レクリエーション 2.3 ●第62回 バドミントン大会

●第59回 卓球大会
●第122回 ゴルフ大会（事業所対抗）
●第5回 フットサル大会　他

スポーツ 6.7

●バレーボール V1リーグ女子公式戦
●兵庫県立歴史博物館　他

チケット 8.9.10
●パルナソスホール　●宝塚大劇場　他
観劇 14.15

映画入場引換券 11.12
東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム 13

●播磨地域就職支援サイト「JOB播磨」のオープンについて
●新規加入事業所　他

お知らせ 15●宝塚歌劇観劇ツアー
●正倉院展と興福寺中金堂
●近江牛･松茸のあばれ食いと大本山石山寺　他

旅行 4.5

CONTENTSCONTENTS
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東

西

正 向

タマリS

タマリA

イスS

ペア枡S

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

タマリS席
（56席）

･････････9,500円
（一般料金 14,500円）

タマリA席
（62席）

･････････8,500円
（一般料金 13,500円）

ペア枡S席
（19組38席）

･･･････15,000円
（一般料金 25,000円）

※ペア枡S席は2名分の料金です。

※イスS席には座布団はついていません。

イスS席
（40席）

･････････4,500円
（一般料金   9,000円）

大相撲姫路場所大相撲姫路場所
姫路市市制施行百三十周年  姫路港開港六十周年記念

ウインク体育館（姫路市立中央体育館）と こ ろ

8：00～15：00と 　 き 10月20日（日） 申込締切

9/17
（火）

料　 金

申込方法 電話もしくはFAXで共済センターまで。
事業所名（コード）・会員名（コード）・席種・枚数をお伝えください。申込多数の場合抽選

共済センター共済センター

45周年
記念
45周年
記念

135290＿きょうさいニュース2019年9月号_p02
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わらをすり潰して漉いて、
ハガキ大の紙をつくる。

と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館　芝生広場

参 加 料 会員・同居家族　250円（一般料金500円）

募集人数 20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「紙漉き体験教室」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

10：00～11：3010月5日（土）と 　 き

す

紙漉き体験教室

インフルエンザ予防接種補助

申込締切

9/26
（木）

結果発表 2020年きょうさいニュース2月号で発表予定

補 助 額 450円
利用対象 会員本人のみ

応募方法
作品をL版サイズの写真に撮り、
裏面に事業所名（コード）･会員名（コード）･
作者名・年齢・作品のタイトル・連絡先を明記の上、
下記宛先まで郵送してください。
※FAX・メールは不可。

〒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 事務局宛

応募資格 会員及び同居家族

姫路

2020年
ガイドブック・ニュース表紙デザイン大募集大募集！！
テーマ

2020年きょうさいガイドブック・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）
※写真は不可

あなたのイラスト・絵画・工芸などが表紙を飾ります！あなたの などが表紙を飾ります！

お子様やご家族の作品もどしどしご応募ください♪
注意
事項

●応募は１人１点、未発表の作品に限ります。
●応募作品の写真は返却できません。
●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。

お城や
ご当地キャラを

使わないデザイン
も

大歓迎です！
広く自由な発想で
 お寄せください　

謝　　礼

※入賞12作品は2020年度きょうさいガイドブック・ニュース
　各号の表紙に掲載予定

3万円相当品
2万円相当品
5千円相当品
2千円相当品
記 念 品

最 優 秀 賞（1点）
優 秀 賞（1点）
佳 　 　 作（3点）
努　力　賞（7点）
参加賞(上記以外全員）

応募者全員に
記念品
進呈 !

詳細はニュース10月号でお知らせします。
皆様お楽しみに～♪

12/27（金）
必 着

応募
締切

共済センター共済センター

45周年
記念
45周年
記念

2019_0807-01 野崎→0808-01 野崎→0809-01 野崎→0815-01 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 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

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

年間通して利用出来ます。

9:00 16:15頃15:0010:30

宝塚歌劇観劇ツアー

行　程

10月27日（日）

取扱旅行社

姫路駅南　　　　　　　　宝塚大劇場 S席　　　　　　　　姫路駅南

申込締切

9/17
（火）

申込締切

9/17
（火）

9:15 11:30 13:15 15:15 15:3013:00 16：45 19:15頃ランチバイキング 第71回
正倉院展

正倉院展と興福寺中金堂

行　程

11月3日（日・祝）

取扱旅行社

姫路駅南　ホテル日航奈良 レストラン セリーナ（昼食）　奈良国立博物館　興福寺中金堂・国宝館　姫路駅南

第71回 正倉院展

興福寺伽藍の中心的な堂
宇である中金堂。落慶を迎
え、一般公開されました。

興福寺中金堂
天皇陛下の御即位を記念し、正倉院宝物の
成り立ちを示す宝物や、宝庫を代表する宝
物、シルクロードの遺風を感じさせる宝物が
出陳されます。 

会員・同居家族　   8,900円
同　  伴　  者　 11,500円

会員・同居家族　 11,000円
同　  伴　  者　 14,300円

80名（申込多数の場合抽選）

80名（申込多数の場合抽選）

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

11:00開演 14:00終演予定

『I AM FROM AUSTRIA－故郷は甘き調べ－』
ふるさと しら

〈月組公演〉  日本オーストリア友好150周年 UCCミュージカル

主演…珠城 りょう、美園 さくら

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） ©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

135290＿きょうさいニュース2019年9月号_P4
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8:00 11:00 12:30 13:10 13:50 14:30 15：40 18:00頃松茸すき焼き
あばれ食い

近江牛・松茸のあばれ食いと大本山石山寺

行　程

11月10日（日）

取扱旅行社

姫路駅南　　　　　魚松 本店（昼食）　　　　　信楽陶苑 たぬき村　　　　　大本山石山寺　　　　　姫路駅南　

名物 “あばれ食い”
近江牛と松茸を存分にお召し上がりく
ださい！

残り20名（先着順）

残り15名（先着順）

残り25名（先着順）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

甲子園甲子園 世界の貯金箱博物館世界の貯金箱博物館

高野山金剛峯寺高野山金剛峯寺 奥ノ院奥ノ院

神姫バスツアーズ　姫路支店　TEL.079-224-1501　FAX.079-285-0402　担当/中山・吉見・藤崎

（公社）びわこビジターズビューロー（公社）びわこビジターズビューロー

紫式部が参籠中に「源氏
物語」を起筆したといわ
れるお寺です。

大本山石山寺

会員・同居家族　 11,000円
同　  伴　  者　 14,300円80名（申込多数の場合抽選）

申込締切

9/17
（火）

●近江牛と松茸のすき焼き（食べ放題）
●近江米の松茸ご飯（食べ放題）
●松茸土瓶蒸し　●デザート
●松茸昆布のお土産付

会員・同居家族  6,600円
同　伴　者  8,400円
小人（同居家族）  6,200円
小人（同伴者）  7,900円
※小人は4歳～中学生

8:00 9:50 14：3513:15 13：35  15：00 15：30

15：45 16：30 18:00頃

10：00～ 見学ツアー（約50分） 貯金箱のお土産付昼食：お弁当

甲子園見学ツアー

行　程

9月29日（日）

取扱旅行社

姫路駅南   　　甲子園球場・甲子園歴史館（昼食）   　　世界の貯金箱博物館   　　甲南漬本店（買物）

   　　南京町（自由散策）   　　姫路駅南

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

8:00 11:30 12:30 13:3012:40 13:20 15：00

19:00頃15：10 15:30 

精進料理 案内人がご案内

世界文化遺産高野山金剛峯寺と奥ノ院拝観

行　程

10月6日（日）

取扱旅行社

姫路駅南   　　遍照尊院（昼食）   　　総本山 金剛峯寺　　   中の橋　　   奥ノ院　　   中の橋 

　　　一の橋観光センター（買物）　　　姫路駅南

会員・同居家族　 7,600円
同　  伴　  者　 9,700円

神姫バスツアーズ　姫路支店　TEL.079-224-1501　FAX.079-285-0402　担当/中山・吉見・藤崎

徒歩 徒歩

8:00 11:45 12:45 13:30 15:30 20:00頃松阪牛特上
A5ランクコース

特上A5ランクの松阪牛の焼肉と伊勢神宮参拝

行　程

10月20日（日）

取扱旅行社

姫路駅南　　　　　一升びん（昼食）　　　　　伊勢神宮・おかげ横丁　　　　　姫路駅南

※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。

JTB　姫路支店　TEL.079-289-2120　FAX.079-281-5545　担当/田中・池田・横田

会員・同居家族   11,400円
同　伴　者   14,800円
小・中学生（同居家族） 9,500円
小学生未満（同居家族） 8,000円
※小・中学生及び小学生未満は、
　大人とは料理が異なります。

松阪牛特上
A5ランクコース
〈焼肉230g（格付A5）〉

・特上サーロイン
・特上カルビ
・タン 又は 赤身
・ご飯　・味噌汁 
・サラダ

135290＿きょうさいニュース2019年9月号_P5
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スポーツ SPORT

申込期間
9/13～30
（金）（月）

昼食付

第62回 バドミントン大会
参加者全員に
記念品進呈！

参加者全員に
記念品進呈！

と 　 き

ル ー ル ●1セット21点または15点（参加組数により変更あり）
●3セットマッチ（参加組数により変更あり）　　●ラリーポイント制
●混合ペア・女子ペアにはハンデあり

と こ ろ ウインク体育館（姫路市立中央体育館）　第2競技場

申込方法 電話又はFAXで共済センターまで。事業所名(コード)・参加者名(コード)・連絡先をお伝えください。

参 加 料 会員・同居家族 500円

募集組数 ダブルス 24組（申込多数の場合抽選）

18：15～10月29日（火）

第59回 卓球大会
と 　 き

ル ー ル ●1セット11点（参加人数により変更あり）
●5セットマッチ（参加人数により変更あり）
●ラリーポイント制　　●女子にはハンデあり

と こ ろ ウインク体育館（姫路市立中央体育館）　第2競技場

申込方法 電話又はFAXで共済センターまで。事業所名(コード)・参加者名(コード)・連絡先をお伝えください。

参 加 料 会員・同居家族 500円

募集人数 シングルス（男女混合） 24名（申込多数の場合抽選）

18：15～10月30日（水）

第122回 ゴルフ大会（事業所対抗）
と 　 き

と こ ろ 姫路シーサイドゴルフコース

申込方法 姫路シーサイドゴルフコースへ電話連絡のうえ、所定の申込用紙に事業所名（コード）・会員名（コード）・
参加人数・参加者名（会員／会員家族／同伴者の区分）・代表者の連絡先を記入しFAXしてください。

参 加 料 会員・同居家族 7,700円（一般料金9,700円）

募集人数 25組100名（先着順）
個人及び団体（1チーム4名）

8時スタート予定10月20日（日）

申込締切

9/17
（火）

申込締切

9/17
（火）

姫路シーサイドゴルフコース　TEL（079）254-5881　FAX（079）254-3301

共済センター共済センター

45周年
記念
45周年
記念

共済センター共済センター

45周年
記念
45周年
記念

※出来る限り申込みは
　4名単位で

135290＿きょうさいニュース2019年9月号_P6
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先着順

甲子園球場（阪神戦）
9月のカード ※［ 　］は予備日

埼玉西武

プロ野球 共済センター共済センター

45周年
記念
45周年
記念感謝を込めて“記念料金”で観戦できます！

第5回 フットサル大会
と 　 き

ル ー ル ●登録は1チーム10名以内（同居家族は1名まで　高校生以上）
●試合は予選リーグ（試合時間8分）　決勝及び3位決定戦（試合時間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

と こ ろ ノア・フットサルステージ姫路（市内八家）

申込方法 メンバー表（事業所名（コード）・会員名（コード）・参加者名（会員/同居家族の区分）・チーム代表者・
連絡先を明記）を作成の上、共済センターへFAXしてください。

参 加 料 無料

募集チーム数 16チーム（申込多数の場合抽選）

9：30 試合開始11月17日（日） 申込締切

9/17
（火）

料金の支払い

申込方法

カード 試合日カード 試合日

DeNA

巨　 人

10日（火）外野のみ、11日（水）
12日（木）グリーンのみ
18日（水）、19日（木）

3日（火）1塁側のみ、5日（木）3塁側のみ

［23日（祝）外野のみ］

  24日（火）、［25日（水）］
ヤクルト

グリーン席（ネット裏10席）…〈共済料金〉11,000円→    　　　　　　　　　 （2席分）9,000円45周年
記　 念

外野席（ライト側中段6席）…〈共済料金〉  3,000円→    　　　　　　　　　 （2席分）2,000円45周年
記　 念

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。）

ほっともっとフィールド神戸（オリックス戦）

カード 試合日

ライブシート（1塁側2席）…〈共済料金〉5,400円→    　　　　　　　　　 （2席分）4,500円45周年
記　 念

ライブシート（3塁側2席）…〈共済料金〉5,400円→    　　　　　　　　　 （2席分）4,500円45周年
記　 念

電話（先着順）で共済センターまで TEL.079-293-5670
※上記以外の追加日程についても電話（先着順）での受付となります。

甲子園でクライマックスシリーズ及び日本シリーズが開催される場合、
申込方法等はホームページ上でお知らせしますのでご確認下さい。

2019_080701増田→080801野崎→081501野崎→081901野崎→082101野崎→082202増田→
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利用先
百貨店、おもちゃ屋さん、玩具専門チェーン店、
スーパー、ベビー・子供服ショップ、遊園地など

※加盟店の詳細は、トイカードHP（https://toycard.jp/）でご確認ください。

900円（利用金額1,000円）

兵庫県内の主な加盟店 トイザらス、イオン、ジョーシン、エディオン

ケットチ ICKETT
家族・職場の仲間と

バレーボール V1リーグ女子公式戦 

ぶどう狩り

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

大人 640円（一般料金 1,000円）

こども商品券

〈問合せ先〉TEL.0794-83-3546 〈予約・問合せ先〉TEL.0868-74-3887〈問合せ先〉TEL.079-428-2133

〈問合せ先〉TEL.079-428-2133

大　　 人　900円（一般料金 1,400円）
大・高校生　380円（一般料金　 600円）
中・小学生　190円（一般料金　 300円）

※常設展も
　入場可

要予約

※1回の申込みで10枚まで

姫路市立美術館兵庫県立歴史博物館

大人・小人 350円
（一般料金 500円）

7/29（月）～9/20（金）予定 8/26（月）～9/30（月）予定8/21（水）～9/15（日）予定
大人（中学生以上）790円

（一般料金1,100円）
小人（4才～小学生）660円

（一般料金   900円）

みとろ観光果樹園

お城ができる前の姫路

ヴィクトリーナ姫路 VS 久光製薬スプリングス

生誕120年 文豪川端康成と
美のコレクション展

〈加古川市上荘町見土呂〉

9/5（木）～9/24（火）予定
みとろ観光果樹園

〈加古川市上荘町見土呂〉

大人（中学生以上）700円
（一般料金1,200円）

小人（4 才 以 上）550円
（一般料金1,000円）

三木平井山観光ぶどう園
〈三木市平井〉

大人（中学生以上）550円
（一般料金1,250円）

小人（3才～小学生）500円
（一般料金1,050円）

美作農園
〈岡山県美作市奥〉

※毎週水・木曜日はレディースデー（女性3,000円）のため、
　女性の方は現地で直接お支払いください。

男性 3,400円（一般料金3,800円）
女性 3,100円（一般料金3,500円）

食べ放題・飲み放題！2時間制

トロピカルビア・リゾート
フルフル

17：00～22：00（L.O 21：30）

要予約

姫路城クオカード駐車場プリペイドカード

栗　拾　い

9/1（日）～11/3（日・祝）予定 6/1（土）～9/16（月・祝）

原観光りんご園
〈宍粟市波賀町原〉 〈山陽百貨店7F屋上〉

りんご狩り ビアガーデン

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

大人（中学生以上）350円
（一般料金 600円）

小人（4 才 以 上）250円
（一般料金 400円）

〈問合せ先〉TEL.0790-75-3600 〈予約・問合せ先〉TEL.0120-282-034 〈受付時間〉13：00～20：00

9/14（土）～11/4（月）10/5（土）～11/24（日）

11/16（土）

販売は
11/14
（木）まで

申込締切
9/17
（火）

14：00試合開始（13：00開場予定） ※申込多数の場合抽選
※子どもは3歳～中学生

共済センター共済センター

45周年
記念
45周年
記念

ウインク体育館（姫路市立中央体育館）

大人 4,000円 （一般料金5,500円）
子ども 1,500円 （一般料金3,000円）
大人 2,000円 （一般料金3,500円）
子ども 500円 （一般料金2,000円）
大人 1,500円 （一般料金3,000円）
子ども 500円 （一般料金1,500円）

ヴィクトリーナ応援シート
（2階自由席）

一般自由席（2階自由席）

A指定席（1階アリーナ）

080101増田→080601増田→080901増田→081501増田→082001増田→082101増田→082201増田→
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スポーツジム（中地・香寺）
6ヵ月間有効

香寺スポーツジム
姫路市香寺町行重333（香寺総合公園スポーツセンター内）

※大人のみ使用可

「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♪

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

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1,400円）

小人（4 才 以 上）250円
（一般料金   700円）

関西サイクルスポーツセンター
3ヵ月間有効

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

2020年3月31日まで有効

須磨海浜水族園
3ヵ月間有効

海　遊　館
3ヵ月間有効

ニ フ レ ル

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）

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

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）

神戸どうぶつ王国
3ヵ月間有効

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ
3ヵ月間有効ロープウェイ往復乗車券を含む

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）

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）

現在休園中です。

須磨海づり公園平磯海づり公園
3ヵ月間有効

姫路市立遊漁センター
6ヵ月間有効

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）

釣堀センター 水宝
3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 400円（1人2枚まで）（入場料＋渡船料込み）

〈問合せ先〉
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）

（申込多数の場合抽選）

〔申込締切〕9/20（金）
※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）

大人（高校生以上）150円
（一般料金200円）

温水プール（中地・香寺）
6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）

スポーツクラブ ルネサンス姫路
3ヵ月間有効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

080101増田→080601増田→081501増田→081901増田→
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（終了未定）『トイ・ストーリー4』『天気の子』『ワイルド・スピード スーパーコンボ』『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』『ワンピース スタンピード』『ライオン・キング』

『おっさんずラブ LOVE or DEAD』『二ノ国』『ロケットマン（PG12）』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』『引っ越し大名！』『この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説』

 『かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦』『いなくなれ、群青』『SHADOW 影武者（PG12）』『Us アス（R15+）』

 『記憶にございません！』『人間失格 太宰治と3人の女たち（R15+）』『僕のワンダフル・ジャーニー』

 『アド・アストラ』『HELLO WORLD』『見えない目撃者（R15+）』『アイネクライネナハトムジーク』『葬式の名人』『アナベル 死霊博物館』

 『任侠学園』『惡の華（PG12）』『ホテル・ムンバイ（R15+）』

映画館の窓口に、料金と映画入場引換券（ニュース
当月号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。

6日～

13日～

20日～

27日～

見本
大人1,300円
（一般料金1,800円）

料　金映画
案内 9月

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

天気の子

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

仮面ライダー ジオウ／
騎士竜戦隊リュウソウジャー

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

ペット2

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

ワンピース
ONE PIECE STAMPEDE

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

ライオン・キング

チビッコ映画チビッコ映画チビッコ映画チビッコ映画
チケットの申込みは
共済センターまで！
チケットの申込みは
共済センターまで！
チケットの申込みは
共済センターまで！
チケットの申込みは
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。

上映中 上映中 上映中上映中

上映中
3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

上映中
3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

上映中

●あなたの事業所名

●事業所名

●所在地

●代表者

●TEL

●業種

●従業員数

約　　　　　人

●あなたのお名前

お問合せ・申込み先　公益財団法人 姫路市中小企業共済センター TEL（079）293-5670  FAX（079）293-5680

TEL

複数の事業所を紹介いただける場合はコピーしてお使いください。ご紹 介カード

紹介事業所 キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キリトリキリトリ

下記のご紹介カードにご記入の上、共済センターへFAXして下さい。▼　▼ ▼　▼

ご紹介いただいた事業所が入会されると
入会者数に応じて、ご紹介者へ

クオカード を進呈!!
1～5人
6～20人

・・・

・・

 2,000円分
5,000円分

21～100人
101人以上

・・

・・

 10,000円分
20,000円分を進呈!!クオカード（1,000円分）

ご紹介者へ
さらに

クオカード
（500円分）×

入会
者数

を
進呈！姫路市内に居住する従業員（常時勤務）を有する

資本金3億円以下、又は、従業員数300人以内の事業所
入会できる
事業所

新規会員募集 新規加入事業所へ
共済センター共済センター

45周年
記念
45周年
記念

トイ・ストーリー4 ミュウツーの逆襲
EVOLUTION

080601増田→080901増田→081601増田→081901増田→082001増田→082101増田→
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パスポートパスポート
「サンクス・フェスティバル」「サンクス・フェスティバル」

★利用期間9/1（日）～9/30（月）
大人（18才以上）

6,800円
中人（中学・高校生）12～17才

5,900円
小人（幼児・小学生）4～11才

4,400円
通常料金 7,400円 通常料金 6,400円 通常料金 4,800円

※写真・イラストはイメージです。 ○c Ｄisney

東京ディズニーリゾート®・コーポレートプログラム

注意事項

購入手順

●本パスポートは「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト」以外での販売はございません。
●従来の購入申込書はございません。（窓口にお越しいただいてもご購入いただく事はできません）
●当サイト利用には、別途、ご利用者個人によるユーザー登録が必要となります。
●お支払方法はクレジットカード決済のみとなります。コーポレートプログラム利用券をご使用の場合は、利用券の見開き中面に記載の「個券番号
（数字14ケタ）」と「オンライン用コード（英数字8ケタ）」をご入力ください。
●1回のアクセスで、10枚までのご購入が可能です。
●本パスポートの受け取り方法は、次の方法からお選びいただけます。

●購入確定後、本パスポートから、他のパスポートへの変更（他のパスポートから本パスポートへの変更も含む）はできませんのでご注意ください。
●本パスポートの有効期限は、2019年9月30日までとなります。（有効期限を過ぎたパスポートは無効となり、入園にご利用いただく事ができなく
なりますので、必ず、実施期間中にご利用いただきますよう、お願いいたします。）
●オンラインサイトのアクセスに必要な「契約団体番号」と「プランパスワード」情報、およびパスポートについて、当プログラム対象者以外の第三
者に対して、有償無償を問わず譲渡（インターネットオークションへの出品行為含む）は出来ません。

（A）スマートフォン利用時  スマートフォンでそのまま入園、または自宅への配送（別途、送料が発生します）のいずれかを選択
（B）パソコン利用時  　　  自宅でプリントアウト、または自宅への配送（別途、送料が発生します）のいずれかを選択
※自宅への配送は、9月23日（月）までにご購入いただいた方に限る

※入園制限中のパークではご利用いただけません。

＋
コーポレート

プログラム利用券
を使えばさらに
おトク!

◆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。
◆通常料金は予告なく変更になる場合があります。

土日祝
もOK!

2019年
第1回

購入はオンラインのみ

「東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入
サイト」の専用トップ画面にリンクするので、
下記の条件を入力し購入
◆契約団体番号

1215
◆プランパスワード

thanks20191

⬇

⬇
オンラインでのご購入に関する問合せ先

東京ディズニーリゾート・
オンライン予約・購入サポートデスク

TEL.０４５‒３３０‒０１０１ 営業時間.９：００～１７：００

利用者専用サイト

8/1（木）～9/30（月）
18：00まで

販売期間

手順①

手順②

手順③

「東京ディズニーリゾート・
  コーポレートプログラム」
利用者専用サイト
URL：dcp.go2tdr.com  にアクセス

パスポートのご購入はこちらから のボタンをクリック
「サンクス・フェスティバル」詳細画面より、

2019_0807-01 野崎→0808-01 野崎→0809-01 野崎→

135290＿きょうさいニュース2019年9月号-P13
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（全席指定）
※3歳以上有料、2歳以下膝上1名
　まで無料（座席が必要な場合有料）
※申込多数の場合抽選

料　金
5,200円（一般料金 6,000円）

内　容
プリンセス プリンセス「M」、「Diamonds
〈ダイアモンド〉」ほか
岸谷香の最新ソロ作品をピアノとアコース
ティックギターでお届けします。

内　容
「海 その愛基金 海洋環境クリーンプロジェクト」
設立に伴い、コンサートツアーを再開致します。
※コンサート収益の一部を基金に
　寄付させていただきます。

岸谷香
KAORI PARADISE 2019

10/12（土）
16：30開演

第九コンサート2019

料　金
6,900円（一般料金 8,000円）

加山雄三コンサートツアー
2019-20 START

料　金
S席 5,200円（一般料金 6,000円）

〈公演時間〉約100分予定

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

10/27（日）
16：30開演

12/22（日）
16：00開演

発売中

SAKURASAKURA

14：00開演
和洋が織りなす音楽の舞

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）
（全席指定） ※未就学児入場不可

曲　目
宮城道雄：春の海
葉加瀬太郎：霧島
ピアソラ：リベルタンゴ　他

曲　目
モーツァルト／歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲  K. 527
ベートーヴェン／交響曲 第9番 ニ短調　作品125「合唱付」

曲　目
カッチーニ：アヴェ・マリア
アンダーソン：
クリスマスフェスティバル　他

出　演
木原朋子（箏）、齊藤 愛（ヴァイオリン）、杉江慶子（ピアノ）

パルナソス アフタヌーン コンサート
箏・ヴァイオリン・ピアノ SAKURA
11/2（土） 11/30（土）

オルガンシリーズVol.4
合唱と織りなす珠玉のハーモニー

ホールに響き渡る
オルガンの音色と天上の歌声
出　演
長田真実（オルガン）、仁階堂 孝（指揮）
Ensemble Evergreen（合唱）

18：30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）

9/29（日）
オルガンシリーズVol.3
音楽絵巻『竹取物語』

朗読と音楽で甦る日本最古の文学『竹取物語』
出　演
長田真実（オルガン）、松岡貴史（朗読・作曲）
中川日出鷹（ファゴット）、松村衣里（ハープ）
水本紗恵子（映像）

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）

発売中
12/15（日）
プロジェクションマッピング
音と光のクリスマス・ファンタジー

幻想的な光と音に包まれるクリスマス
出　演

篠崎史紀（ヴァイオリン）、長田真実（オルガン）、姫路市児童合唱団

14：00開演

（全席指定） ※未就学児入場不可

料　金
一般　　　　1,600円（一般料金 2,000円）
学生（25歳以下） 800円（一般料金 1,000円）

発売中 発売中

（全席指定）※未就学児入場不可

9/16（月・祝）

松竹大歌舞伎

紫綬褒章受章の中村鴈治郎が来姫！
“ミュージカルの神様”
A・ロイド＝ウェバーの最高傑作！！

残席僅か

（全席指定） ※未就学児入場不可

13：30開演

出　演
中村鴈治郎、中村扇雀、尾上松也　他
演　目
一.恋飛脚大和往来 封印切
二.蜘蛛絲梓弦

こいびきゃくやまとおうらい

くものいとあずさのゆみはり

ふういんきり

『封印切』忠兵衛
（中村鴈治郎）
『封印切』忠兵衛
（中村鴈治郎）

料　金
一等席 4,800円（一般料金 6,000円）
二等席 3,200円（一般料金 4,000円）
三等席（2階） 1,600円（一般料金 2,000円）

劇団四季ミュージカル
「エビータ」

9/12（木）
18：30開演

料　金
S席　6,400円（一般料金8,000円）
A席　4,800円（一般料金6,000円）
B席　3,600円（一般料金4,500円）
C席　2,400円（一般料金3,000円）

発売中 発売中
12/19（木）
12/20（金）

名画鑑賞会
～市川崑監督作品特集～

（全自由席） ※未就学児入場不可

両日とも13：00上映開始（2本立て・入替なし）

©TOHO Co.1965 東京オリンピック©TOHO Co.1965 東京オリンピック

料　金
400円（一般料金 500円）
（2日通し券）

発売中

細川千尋細川千尋

細川千尋トリオwithコロンえりか
ジャズライブ

10/26（土）
出　演
細川千尋（ピアノ）
コロンえりか（歌）  他

料　金
2,400円（一般料金3,000円）

（全席指定）
※未就学児入場不可

申込締切
9/17
（火）

申込締切
9/17
（火）

（全席指定）
※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※申込多数の場合抽選

料　金
2,150円（一般料金 2,500円）

内　容
『シネコン DE スペシャル生ライブ』第2弾！ 
今回のスペシャルゲストは演歌界注目の星
“真田ナオキ”さん！

真田ナオキ
シネコン DE スペシャル生ライブ

10/19（土）
14：00開演

申込締切
9/17
（火）

申込締切
9/17
（火）

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。

内　容
クラシックから映画音楽、童謡まで、子どもと
一緒に楽しめる「音楽の絵本」へ誘います。

上映作品
19日：東京オリンピック、野火
20日：おはん、ぼんち

©SUPERKIDS©SUPERKIDS

発売開始発売開始発売開始発売開始
9/5
（木）

9/5
（木）

9/5
（木）

9/5
（木）

発売開始発売開始発売開始発売開始
9/19
（木）

9/19
（木）

9/19
（木）

9/19
（木）

パルナソスホールパルナソスホール

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

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
料　金 3,000円（一般料金4,200円）　 

（全席指定）

なんばグランド花月なんばグランド花月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

淡路市立しづかホール淡路市立しづかホールアースシネマズ姫路アースシネマズ姫路

よしもと祇園花月よしもと祇園花月

※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。発売中 発売中

料　金
一般　　　 1,600円
（一般料金 2,000円）
高校生以下　 800円
（一般料金 1,000円） 桂南天桂南天桂米二桂米二

（全席指定） ※未就学児入場不可

出　演
桂慶治朗、桂佐ん吉、桂南天、桂あさ吉
桂米二（出演順）

米朝一門による人気落語会

11/23（土・祝）
14：00開演

第28回 キャスパ寄席

（全席指定）

11/16（土）
14：00開演

料　金
一般　　　1,600円（一般料金2,000円）
小学生以下　800円（一般料金1,000円）

新星ジャズピアニストが贈る
姫路だけの特別セッション

14：00開演

0歳から入場可！
全国で大人気！動物たちが贈るクラシックコンサート♪

音楽の絵本
ズーラシアンブラス＆弦うさぎ

つる

姫路キャスパホール姫路キャスパホール

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

（全席指定）
※3歳以下入場不可、4歳以上チケット必要

※申込多数の場合抽選

（全席指定）
※未就学児入場不可

※申込多数の場合抽選©Masaharu Saeki©Masaharu Saeki

080501増田→080601増田→081501増田→081901増田→
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舟木一夫 特別公演 

（全席指定） ※未就学児入場不可

11/1（金）～
　11/20（水）
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）

ジョージ秋山原作の名作『浮浪雲』と
オンステージの二本立て！

吉幾三 特別公演 

（全席指定） ※未就学児入場不可（全席指定） ※申込多数の場合抽選

12/1（日）～
　12/18（水）
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）

たっぷり笑ってほろりと泣かせる人情喜劇&
ヒット曲満載のステージ

発売開始発売開始発売開始発売開始
9/20
（金）

9/20
（金）

9/20
（金）

9/20
（金）

発売中

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

お知らせ INFORMATION

新規加入
事業所

リサイクルBOXリサイクルBOX 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
※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。

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!

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!

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!!
〇〇の施設を安く利用したい！
きょうさいツアーで〇〇へ行きたい！
〇〇のイベントの△△な点を改善してほしい！

例えば…

セ ン タ ー よ り 10月に予定されている消費税引き上げに伴い、利用料金等が変更となる
契約施設があります。詳細につきましては、きょうさいニュース10月号で
お知らせします。

播磨地域就職支援サイト
「ＪＯＢ播磨」のオープンについて

『El Japón ―イスパニアのサムライ―』
エル ハポン

料　金
S席 7,500円
（一般料金8,800円）
A席 4,700円
（一般料金5,500円）

〈宙組公演〉宝塚ミュージカル・ロマン

11/30（土）
12/  6（金）
12/14（土）

S席

S席

S席

11：00

13：00

11：00

慶長遣欧使節団として派遣された仙台藩士を
主人公に、その侍らしい心情や異文化との出会
いを色濃く描きあげる、ヒロイックで快活な娯
楽作品。

主演…真風 涼帆、星風 まどか

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

宝塚大劇場宝塚大劇場 新歌舞伎座新歌舞伎座

●畳ベッド（引出し付）
　約10年前に購入　無料
　※取りに来ていただける方（分解可）

譲ります
●イルミネーション（電飾）　
　大きさや形は問わず
　安価～3,000円希望

譲って
ほしい

※事務局までお問合せください。

中播磨・西播磨地域の特色ある企業の情報を発信するため、中播磨県民センター・姫路市・姫路経営者協会が
共同運営する地域密着型の就職情報サイト“JOB播磨”をオープンしました。登録・掲載は無料となりますの
で、ぜひ人材確保にご活用ください。
※登録には要件があります。詳細はホームページをご覧ください。

播磨地域就職支援サイト

JOB播磨 姫路市労働政策課
TEL.221－2094

問合せ先
サイト名

概　  要

申込締切
9/17
（火）

●旭建工㈱ ●グローリーメカトロニクス㈱
●㈱ダン・ド・リヨン ●姫路畜産荷受㈱
●㈱ホープ

［ https://www.harima-job.jp ］

135290_共済センター_きょうさいニュース9月_P15
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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！！

〒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？

ご紹介者へ クオカード        を進呈！（1,000円分）

TEL（079）293-5670  FAX（079）293-5680TEL（079）293-5670  FAX（079）293-5680
公益財団法人 姫路市中小企業共済センター  事務局お問合せ・申込み先

新規会員募集姫路
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