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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　「しろまるVICTORY」　太平工材㈱　山本 貴仁さん
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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 39,538名

（2020年1月1日現在）

おかげさまで
設立45周年

2020年度ガイドブック・
ニュース表紙デザイン
入賞作品発表 11

●第59回 ソフトボール大会
●第30回 サッカー大会　他

スポーツ 2.3

●姫路市文化センター
●宝塚大劇場
●神戸国際会館こくさいホール　他

観劇 8.9

チケット
●綾部山梅林
●姫路セントラルパーク　他

6.7

●新規契約施設
●新規加入事業所
●リサイクルBOX　他

お知らせ 10

●名古屋1泊2日ツアー
●三ツ矢サイダーミュージアムと
　落語家と行く桜スペシャルクルーズ
●わくわく関空見学コースと
　アウトレットでお買物
●琴平うどん体験と新屋島水族館　他

旅行 4.5
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スポーツ SPORT

申込締切

2/28
（金）

ルール等 ●各日、各グランド毎に優勝チームを決定するトーナメント方式
　優勝チームは決勝大会へ出場
●女子又は45歳以上の男子が1名以上常時出場
●原則として各事業所1チーム(1事業所2チーム以上になる場合、
　2事業所以上の合同チームとなる場合等はご相談ください）
●登録は15名以内（同居家族は3名以内）
●雨天の場合延期（延期日程は別途連絡）
●その他注意事項は申込書をご参照ください。

抽 選 日 3月12日（木）　9:00～15:00　共済センター事務局にて

申込方法 同封の申込書に必要事項を記入の上、共済センターまで
郵送またはFAXしてください。

4月5日（日）・19日（日）
5月10日（日）・17日（日）

と 　 き

と こ ろ きょうさいスポーツ広場（市内船津町）

各日16チーム（申込多数の場合抽選）募集チーム数

第59回 ソフトボール大会（事業所対抗）

5月24日（日）予定決勝大会

144385_きょうさいニュース2020年2月号_P2



3

対象施設

申込みは
共済センターまで

●赤穂御崎温泉 かんぽの宿 赤穂
   （赤穂市御崎）

●置塩温泉 ニューサンピア（姫路市夢前町）
●黒川温泉（朝来市生野町）
●波賀温泉 楓湯（宍粟市波賀町）
●よふど温泉 極楽湯（朝来市山東町）

対象施設の
スタンプを
6個集めると

第30回 サッカー大会（事業所対抗）

ルール等 ●8人制（同居家族の出場は8名中1名まで） ●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)　　●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）・会員名（コード）・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。

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）

16チーム（申込多数の場合抽選）募集チーム数

申込締切

2/14
（金）

3月29日（日）と 　 き 10:00試合開始（予定）

日 帰 り 温 泉 ス タ ン プ 帳

➡

●ジェームス山天然温泉 月の湯舟
　（神戸市垂水区）

NEW

無料入湯券を
1枚進呈！
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3月14日（土）～15日（日）

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。
※帰着が4月1日以降の場合は、2020年度の利用となります。

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
同居家族年間通して利用出来ます。

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

8:57 10:42

ひかり502号

食事は2日目朝食のみ

名古屋1泊2日ツアー

行　程

取扱旅行社

姫路駅　　　　　　　　　　 　名古屋駅

会員・同居家族　 19,300円
同　  伴　  者　 24,000円

（2名1室利用時）
※1名1室の場合1,000円UP80名（申込多数の場合抽選）

近畿日本ツーリスト関西　姫路支店　TEL.079-288-5681　FAX.079-223-5430　担当/廣岡・重野

名古屋1泊2日ツアー！
好評の1泊2日ツアー。今回
の行き先は名古屋です。2日
間、フリープランでお楽しみ
ください♪

名古屋テレビ塔名古屋テレビ塔

1日目

16:03 17:39

ひかり515号
名古屋駅　　　　　　　　　　　 姫路駅2日目

宿泊ホテル ベッセルイン栄駅前

9:00 10:00 11:30 12:40 14:10 15:00 17:00 19:15頃

三ツ矢サイダーミュージアムと落語家と行く桜スペシャルクルーズ

行　程

3月22日（日）

取扱旅行社

姫路駅南　アサヒ飲料 明石工場　ホテルヒューイット甲子園「POMODORO」（昼食）　なにわ探検クルーズ　姫路駅南

80名（申込多数の場合抽選）

か ま だ す み た に

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

三ツ矢サイダー
ミュージアム
「三ツ矢サイダー」
の歴史を楽しみなが
ら学べます。

落語家と行く
桜スペシャルクルーズ

申込締切

2/14
（金）

申込締切

2/14
（金）

三ツ矢サイダー
ミュージアム等の見学

ランチバイキング 桜スペシャル
クルーズ

会員・同居家族  10,000円
同　伴　者  12,900円

小人（同居家族）  7,700円

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

※小人は小学生

桜の名所で有名な大川まで
コースを延長したスペシャルク
ルーズです。

2月14日㈮迄

144385_きょうさいニュース2020年2月号_P04
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80名（申込多数の場合抽選） ※小人は3才～中学生

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

うどん打ち体験！

うどん打ち体験

申込締切

2/14
（金）

8:30 11:00 13:00 14:00 16:00 19:00頃

琴平うどん体験と新屋島水族館

行　程

4月5日（日）

取扱旅行社

姫路駅南　　　　中野うどん学校 琴平校（昼食）　　　　金刀比羅宮参道　　　　新屋島水族館　　　　姫路駅南　

会員・同居家族　6,900円
同　伴　者　8,800円

小人（同居家族）  6,500円

人気の中野うどん学校
で手打ちうどんを体験。
作った後は試食もあり
ます。

新屋島水族館

徒歩

屋島の山頂に位置
する水族館です。
珍しいマナティも
見れます。

※小人は小学生

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

関空の裏側探検コース

ランチバイキング

80名（申込多数の場合抽選）
申込締切

2/14
（金）

8:00 関空の裏側探検コース10:30 11:30 12:00 13:30 14:00 16:30 19:00頃

わくわく関空見学コースとアウトレットでお買物

行　程

3月29日（日）

取扱旅行社

姫路駅南　関空展望ホール スカイビュー　ホテル日航関西空港（昼食）　りんくうプレミアム・アウトレット　姫路駅南　

会員・同居家族    8,000円
同　伴　者  10,200円

小人（同居家族）  6,500円

ホテル日航
関西空港の
ランチバイキング※写真はイメージです。※写真はイメージです。

空港や飛行機について学ぶツ
アーです。通常は立ち入ること
の出来ない機内食工場など、空
港を支える裏方の施設を見学で
きます。

なばなの里
イルミネーションツアー 2月23日（日・祝）

取扱旅行社

取扱旅行社

JTB　姫路支店　TEL.079-289-2120 FAX.079-281-5545 担当/萩原・宿利原・横田
や ど り は ら

会員・同居家族　   8,000円
同　  伴　  者　 10,300円
園内で使える1,000円分の金券付き！残り10名（先着順）

残り5名（先着順）

残り15名（先着順）

残り10名（先着順）

残り10名（先着順）

しまなみ
牡蠣食べ放題ツアー 3月1日（日）

※小人は小学生

会員・同居家族　   8,600円
同　  伴　  者　 11,100円
小人（同居家族）　   7,400円

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

即位礼正殿の儀で使われた
高御座や御帳台の見学
た か み く ら み ちょう だ い 3月8日（日） 会員・同居家族　   6,200円

同　  伴　  者　   7,900円

取扱旅行社

取扱旅行社

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

山田養蜂場
みつばち農園いちご狩り

3月15日（日） 会員・同居家族　   8,500円
同　  伴　  者　 10,900円
小人（同居家族）　   8,000円

※小人は小学生

カニふぐ合戦！ 丹後の
冬の味覚2大競演の旅

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

2月16日（日） 会員・同居家族　 11,900円
同　  伴　  者　 15,400円

農協観光　姫路支店　TEL.079-284-3100  FAX.079-288-7846　担当/鎌田・隅谷・山村
か ま だ す み た に
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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

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。

※ご利用は会員・同居家族に限ります。
※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

こども商品券

利用先 ※申込みは1日1回10枚まで

綾部山梅林

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（高校生以上）400円
（一般料金1,000円）

小人（4才～中学生）  50円
（一般料金200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

姫路太陽公園・白鳥城
3ヵ月間有効

好　古　園
6ヵ月間有効6ヵ月間有効

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

大人（18才以上）　180円
（一般料金310円）

小・中学生・高校生　 90円
（一般料金150円）

※ココロンカード提示で小中学生は入園料無料

姫路城クオカード 駐車場プリペイドカード
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
※申込みは1日1回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
※申込みは1日1回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

姫路セントラルパーク アイスパーク

大 人（中学生以上） 2,400円（一般料金3,600円）
小　　学　　 生  1,200円（一般料金2,000円）
幼     児（3才以上）   700円（一般料金1,200円）

11/23（土・祝）～4/5（日）予定
（アイスパーク+サファリ+遊園地）

〈問合せ先〉
ハチ：TEL.079-667-8036  ハチ北：TEL.0796-96-0201

◎リフト券売場で、
　利用券をリフト券（食事券付）と引き換えてください。

1日リフト券（食事券付） 5,000円
（一般料金5,500円）

※食事券　全日【1,000円分】

12/ 7（土）～3/31（火）予定
12/14（土）～3/31（火）予定ハチ北

ハチ 12/21（土）～3/22（日）予定

〈問合せ先〉
代表：TEL.0796-96-0375  積雪情報：TEL.0796-96-1101

◎リフト券売場（2F）で、
　利用券をリフト券（食事券付）と引き換えてください。

1日リフト券（食事券付） 3,800円
（一般料金4,700円）

※食事券
　平日【1,000円分】　土・日・祝【500円分】
※スカイバレイとハイパーボウル東鉢の
　共通リフト券です。

〈問合せ先〉 TEL.078-891-0366

11/16（土）～3/29（日）予定

※リフト料金・食事代は別途必要です。

大 人（中学生以上）1,350円
（一般料金2,200円）

小 人（3才～小学生）　700円
（一般料金1,100円）

入園引換券（デイタイム）

◎チケット販売窓口で、
　入園引換券を入園整理券と引き換えてください。

※チケット販売は2/28（金）まで

休園日 2月 5、12、19、26 3月 4、11 予定

※スケート利用の場合、貸靴代300円が別途必要です。

2021年1月31日まで有効

大　　 人　160円（一般料金 210円）
大・高校生　120円（一般料金 150円）
中・小学生　 80円（一般料金 100円）

〈たつの市御津町黒崎〉

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）
幼児 無料

〈問合せ先〉 黒崎梅園組合　TEL.079-322-3551

2/11（火・祝）～3/20（金・祝）予定

甘酒又は梅ジュース付き

六甲山スノーパーク ハチ・ハチ北スキー場 スカイバレイスキー場
ス キ ー（積雪情報をご確認のうえ、ご利用下さい。）

2月1日より、料金が安くなり、さらに、現地でのチケット引き換えが不要になります。

010801増田→011401増田→011501増田→011701増田→012101増田→012201野崎→
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スポーツジム（中地・香寺）
6ヵ月間有効

「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♪

須磨海浜水族園 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）

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）

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）

須磨海づり公園は現在休園中です。

2/15（土）～2/28（金）まで休園します。

※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。

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830円）

小人（5才～15才）310円
（一般料金520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〉 TEL.079-327-1243

大人（高校生以上）12,600円（一般料金14,000円）
女 性・中 学 生  9,900円（一般料金11,000円）
小　　学　　 生  7,000円（一般料金  8,000円）

（申込多数の場合抽選）

〔申込締切〕2/20（木）

※初回利用時は受付にて利用誓約書に記入していただきます。
※利用は16才以上の方限定　※申込は1人1回につき10枚まで

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）
770円（一日体験料2,200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

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 1,650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

（終了未定）『アナと雪の女王2』『スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け』『カイジ ファイナルゲーム』『フォードVSフェラーリ』『ラストレター』『記憶屋 あなたを忘れない』
『劇場版 ハイスクール・フリート』『キャッツ』『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』『ロマンスドール（PG12）』『サヨナラまでの30分』『シグナル100（R15+）』
『嘘八百 京町ロワイヤル』『AI崩壊』『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』『バッドボーイズ フォー・ライフ（PG12）』　　　　　　『ヲタクに恋は難しい』『犬鳴村（PG12）』
『劇場版 騎士竜戦隊リュウソウジャーVSルパンレンジャーVSパトレンジャー』　　　　　　『グッドバイ 嘘から始まる人生喜劇』『1917 命をかけた伝令』『影裏』
『阪神タイガース THE MOVIE 猛虎神話集』　　　　　　『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』『Red（R15+）』『チャーリーズ・エンジェル』『スキャンダル』
『デジモンアドベンジャー LAST EVOLUTION 絆』『世界一初恋 プロポーズ編』　　　　　　『映画 ねこねこ日本史 龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ！』
　　　　　  『野生の呼び声』『スケアリーストーリーズ 怖い本』『初恋（PG12）』『映画しまじろう しまじろうとそらとふぶね』　　　　　　『劇場版『SHIROBAKO』』

映画館の窓口に、料金と映画入場引換券（ニュース
9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。

7日～
14日～

21日～
22日～

28日～ 29日～

見本
大人1,300円
（一般料金1,800円）

料　金映画
案内 2月

3月31日まで有効3月31日まで有効

010801増田→011401増田 011501増田→→
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発売中

（全席指定）※未就学児入場不可

14：00開演3/22（日）
合唱シリーズVol.3
千原英喜の世界

演歌やバラードに通ずるメロディー
讃美歌のような荘厳さ

千原英喜千原英喜

イラスト：平方優希イラスト：平方優希

発売中
壮大なシンフォニーで奏でる
ふるさと讃歌

（全席指定） ※未就学児入場不可 ⓒ飯島隆ⓒ飯島隆PescaPesca

15：00開演3/8（日）
「交響詩ひめじ」演奏会

出  演
池辺晋一郎（指揮）
大阪フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）
第30回合唱コンクール受賞団体（合唱）

出  演
千原英喜（作曲、指揮、お話）、林 裕美子（ソプラノ）
千原英喜合唱団（公募合唱団）他

曲  目
池辺晋一郎：交響詩ひめじ 全章　他

曲  目
千原英喜： みやこわすれ
 ある真夜中に
 そのかみのかぜ　他料  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）

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）

（全席指定）※未就学児入場不可

14：00開演5/9（土）
パルナソスアフタヌーンコンサート
フルート&ハープ デュオ

女神が織りなす歌の翼

出  演
Pesca（ペスカ）：
若山桃子（フルート）、山浦文友香（ハープ）

曲  目
プッチーニ：誰も寝てはならぬ 
マンシーニ：「ティファニーで朝食を」より ムーン・リバー
サルトーリ：Time To Say Goodbye　他

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）

三浦紘朗三浦紘朗

3/20（金・祝）

発売中

（全席指定）

高校生による演劇公演
「トロイアの女」

3/28（土）
29（日）

11：00開演
16：00開演

13：00開演

悲劇ってなんかワクワクする…！
高校生が初のギリシャ劇に挑戦します！！

発売開始発売開始発売開始発売開始
2/6
（木）

2/6
（木）

2/6
（木）

2/6
（木）

5/28（木）14：00開演

発売中

13：30開演

人形浄瑠璃 文楽

笑いあり、涙ありの名作

十五代目片岡仁左衛門9年ぶりに来姫

写真：青木信二写真：青木信二片岡仁左衛門片岡仁左衛門

発売中

出  演
中学・高校吹奏楽部のメンバー
日本センチュリー交響楽団
西谷 亮（指揮）、畝部理佐（司会）

出  演
長田真実（オルガン）

出  演
兵庫県高等学校
演劇研究会西播支部生徒

曲  目
ヴィエルヌ：オルガン交響曲 第3番より
フランク：祈り　他

料  金
一般　　 2,400円
　（一般料金  3,000円）
高校生以下 800円
　（一般料金  1,000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）

料  金
400円（一般料金 500円）

料  金
400円（一般料金 500円）

料  金
560円（一般料金 700円）

内  容
中学・高校吹奏楽部が、プロオケと共に
クラシックの名曲に初挑戦。指揮者体験コーナーや
楽器ソロ特集など盛り沢山のプログラム

演  目
「生写朝顔話」
  明石船別れの段・笑い薬の段
  宿屋の段・大井川の段
あらすじ解説、日本語字幕つき

（全席指定）※未就学児入場不可

（全席指定）※未就学児入場不可

（全席指定）※未就学児入場不可

（全席指定）※未就学児入場不可

14：00開演3/22（日）
オーケストラの世界へようこそ！

発売中

演  目
一、正札附根元草摺
二、義経千本桜

出  演
片岡仁左衛門　他

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）

（全席指定）※未就学児入場不可

13：30開演4/21（火）
松竹大歌舞伎

長田真実長田真実

発売開始発売開始発売開始発売開始
2/14
（金）

2/14
（金）

2/14
（金）

2/14
（金）

発売開始発売開始発売開始発売開始
2/28
（金）

2/28
（金）

2/28
（金）

2/28
（金）

4/19（日）
オルガンシリーズVol.5

長田真実オルガンリサイタル

ロマンティックなオルガンの世界へ 発売中

14：00開演

（全席指定） ※未就学児入場不可

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（8ページ掲載公演）、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320円）をいただきます。
※申込多数の場合、抽選となります。

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 小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 大ホール姫路市文化センター 大ホール

姫路キャスパホール姫路キャスパホール

パルナソスホールパルナソスホール

懐かしの洋楽ヒットパレード

第15回 ～私が洋楽にハマったこの曲～

2/16（日）14：00開演
第14回 ～今も心ときめくこのメロディ～
出  演 三浦紘朗（司会進行）

010801増田→011601増田→012001増田→012201野崎→
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桂文珍 独演会
JAPAN｠TOUR｠～一期一笑～

及川光博
ワンマンショーツアー2020

※未就学児入場不可
※公演中はお席にご案内出来ない
　場合があります。
※申込多数の場合抽選
（全席指定）

※5才以上有料、4才未満膝上可
　（お席が必要な場合有料）
※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
（全席指定）

※未就学児入場不可
※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
（全席指定）

天童よしみ
スペシャルステージ2020

2/20（木）～
　　2/25（火）
昭和・平成の名曲、ヒットソング…
熱唱のステージ！！

発売中 発売中 発売中

三月特別企画
前川 清×藤山直美

3/1（日）～
　　3/28（土）
息ピッタリの二人が贈る笑いと
感動のお芝居と歌のステージ！

3/20（金・祝）
17：00開演

演目は当日のお楽しみ！
上方落語の重鎮が笑いの渦を
巻き起こします！

ものまねエンターテイメント
勝手にやってすみません！
40周年記念コンサート

天性のパワフルな歌声、そして
愛嬌たっぷりの楽しいお喋り！
魂のこもった熱唱ステージで
元気になりませんか！

内  容
出演：岩崎宏美
指揮：渡辺俊幸
演奏：大阪交響楽団

料  金
1階席 7,700円（一般料金　9,000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 9,400円（一般料金 11,000円）

料  金
1階席 11,100円（一般料金 13,000円）
2階席　6,000円（一般料金　7,000円）
３階席　3,400円（一般料金　4,000円）
特別席 12,800円（一般料金 15,000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）
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）

料  金
①5,500円（一般料金 7,700円）
②4,500円（一般料金 7,700円）

料  金
①4,900円（一般料金 7,500円）
②3,900円（一般料金 7,500円）

料  金
4,000円（一般料金 4,500円）

料  金
4,900円（一般料金 6,500円）

料  金
6,000円（一般料金 6,800円）

料  金
7,500円（一般料金 8,400円）

※未就学児入場不可
※申込多数の場合抽選
（全席指定）

料  金
5,200円（一般料金 6,000円）

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）

料  金 3,000円（一般料金 4,200円）　　 （全席指定）

料  金 3,700円（一般料金 4,700円）　　 （全席指定）

（全席指定）※申込多数の場合抽選
※未就学児入場不可 ※申込多数の場合抽選
（全席指定）

18：00開演4/11（土）

13：00開演5/16（土）

島津亜矢 特別公演

岩崎宏美 with 大阪交響楽団

6/26（金）
①14：00開演　②17：30開演

五木ひろし コンサート

①14：30開演　②18：00開演

14：00開演5/16（土）
フォレスタ コンサート in 神戸

4/3（金）～
　　4/18（土）
圧倒的歌唱力を誇る"歌怪獣"、
4年ぶり待望の座長公演！！

（全席指定） ※未就学児入場不可 （全席指定） ※未就学児入場不可 （全席指定） ※未就学児入場不可

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

※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　①12：30　②15：30
土・日・祝　①12：30　②15：30

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 大ホール姫路市文化センター 大ホール

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。

『WELCOME TO TAKARAZUKA －雪と月と花と－』
〈月組公演〉 JAPAN Traditional REVUE

4/25（土）
5/  5（火・祝）
5/12（火）
5/24（日）

S席

S席

S席

A席

11：00

11：00

13：00

11：00

日本人の精神性の原点ともされる「雪
月花」。四季折々の自然の美しさ、そこ
から生まれる心情をテーマに紡ぎ上げ
る、宝塚歌劇ならではの日本物レ
ビュー。

数々のヒット曲を世に送り出して
きた『五木ひろし』
常にチャレンジを続ける日本歌
謡界のトップランナーがお送りす
る渾身のステージにご期待くだ
さい！

《主演》
珠城りょう
美園さくら

©宝塚歌劇団
Photographer 下村 一喜

©宝塚歌劇団
Photographer 下村 一喜

写真はイメージです。
写真提供：ＢＳ日テレ
写真はイメージです。
写真提供：ＢＳ日テレ

宝塚大劇場宝塚大劇場

申込締切
2/14
（金）

申込締切
2/14
（金）

6/2（火）
コロッケ コンサート2020

①14：00開演　②18：00開演

申込締切
2/14
（金）

6/12（金）
天童よしみ コンサート2020

申込締切
2/14
（金）

申込締切
2/14
（金）

申込締切
2/14
（金）

申込締切
2/14
（金）

申込締切
2/14
（金）

新歌舞伎座新歌舞伎座

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

姫路市文化センター 大ホール姫路市文化センター 大ホール

内  容
ドラマ・映画でも大活躍の及川
光博が披露するトーク＆ライ
ブ！隅々にまで凝らされた数々
の仕掛けが誰をも虜にする極
上の世界をご堪能ください。

内  容
「歌い継ぎ、語り継ぐ、たおやかな日本のこころ」男女
混声コーラスグループ「FORESTA」の神戸公演！！全
員が音楽大学・大学院にて研鑚を積んだ優れた音楽家
達。「BS日本・こころの歌」（BS日テレ・毎週月曜夜7
時放送）に出演中。

142461_共済センター_きょうさいニュース1月_P11

010801増田→011401増田→011601増田→
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平日 大人（中学生以上） 650円 （一般料金 750円）
 小人（4才～小学生） 300円 （一般料金 400円）
土日祝 大人（中学生以上） 750円 （一般料金 850円）
 小人（4才～小学生） 350円 （一般料金 450円）

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

契 約 解 除
契約医療機関
●姫路駅前しらさぎ健診クリニック（事業所健診・人間ドック）
2月末日をもって、閉院のため契約解除となります。

たくさんのご応募
ありがとう
ございました！

クイズの答え
①姫路市勤労市民会館

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
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。

入浴料

新規加入事業所 ●㈱ジェイ・イー・エム 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!

会員及び同居家族（最大5名まで）会員証提示

新規契約施設新規契約施設新規契約施設新規契約施設
2月1日（土）より契約

神戸市垂水区青山台7丁目4-46 ／ TEL.078-752-2619
http://www.tsuki-no-yufune.com/

★日帰り温泉スタンプ帳の対象施設となります★

★当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

ジェームス山天然温泉 月の湯舟

セ ン タ ー よ り インフルエンザが流行っていますが、体調管理は大丈夫でしょうか？
年度末に向けて忙しい日が続きますが、きょうさいを利用して気分転換
しながら乗り切っていきましょう！

新
春

ク
イ
ズ

お
年
玉

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。

A
答え

010901増田→011401増田→011701増田→012001増田→

144385_共済センター_きょうさいニュース2月_P10
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 ガイドブック・ニュース
表紙デザイン 入賞作品発表！

This town HIMEJI
御国色素㈱
藤輪 知之さん
御国色素㈱
藤輪 知之さん

たくさんのご応募ありがとうございました!

2020年度

最優秀賞 優秀賞

佳  作

努力賞

ニュース
4月号

ガイドブック
表紙

姫路、春夏秋冬おいしい食べもの
㈱デービー精工
桂 嘩音さん（会員家族）
㈱デービー精工
桂 嘩音さん（会員家族）

ニュース
1月号

ガイドブック
裏表紙

もみじのじゅうたん
㈱兵庫分析センター
永井 麻衣さん（会員家族）
㈱兵庫分析センター
永井 麻衣さん（会員家族）

ニュース
11月号

地域に根づく共済
兵庫西農業協同組合
大西 眞琴さん（会員家族）
兵庫西農業協同組合
大西 眞琴さん（会員家族）

ニュース
7月号

Happy Himeji♪
㈱飯田電気
森下 紀子さん
㈱飯田電気
森下 紀子さん

ニュース
8月号

お花畑へようこそ
㈱アスノ
道清 葵さん（会員家族）
㈱アスノ
道清 葵さん（会員家族）

ニュース
9月号

きょうさいからのおくりもの
太平工材㈱
田中 理沙さん
太平工材㈱
田中 理沙さん

ニュース
12月号

かぶと園児
㈱兵庫分析センター
杉本 健輔さん
㈱兵庫分析センター
杉本 健輔さん

ニュース
5月号

おでんと一緒にほっこり
太平工材㈱
藤田 真樹さん
太平工材㈱
藤田 真樹さん

ニュース
2月号

ハッピーハロウィン
太平工材㈱
竹内 菜々子さん
太平工材㈱
竹内 菜々子さん

ニュース
10月号

しょしゃざんをバックにひめじじょうにいく！
㈱キョーリン
原田 幹太さん（会員家族）
㈱キョーリン
原田 幹太さん（会員家族）

ニュース
6月号

空からのお花見
姫路医療生活協同組合
髙井 洋一さん（会員家族）
姫路医療生活協同組合
髙井 洋一さん（会員家族）

ニュース
3月号

入賞した12作品は、

2020年度の

ガイドブックやニュース

各号の表紙を飾ります！

お楽しみに～♪お楽しみに～♪

144385_きょうさいニュース2020年2月号-P11

2020_011701野崎→012001野崎→012002野崎→
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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

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!!

オリックス・バファローズ 千葉ロッテマリーンズ×
見逃せない戦い2020プロ野球オープン戦！！

対　　象
60歳以上
大人

60歳以上
大人

入場料金
入場券種類 前売料金

1,000円
1,500円 2,000円

500円
1,000円

当日料金
内野自由席
（椅子席）
外野自由席
（芝生席）

※オンライン販売は、内野自由席大人のみの販売となります。
オンライン販売はチケットぴあで購入できます。

2020年2月3日㈪ 午前10：00より
◆チケット前売り開始日

（販売場所）
  姫路市立総合スポーツ会館

13：00 PLAYBALL 開門予定11：00
ウインク球場

3/5㈭
2020

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！！

※60歳以上とは昭和35年（1960年）4月1日以前に生まれた人を指します。
※高校生以上は大人料金になります。

小人（中学生まで）全席無料！

144385_きょうさいニュース2020年2月号_P12
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