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2020表紙デザイン 最優秀賞 『This town HIMEJI』／御国色素㈱  藤輪 知之さん

　　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

公益財団法人 姫路市中小企業共済センター
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●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

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

当センター事業の詳細内容は、事務局からご説明に伺います。

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

キリトリキリトリ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

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人以内の事業所加入できる事業所

クオカード×入会者数分を進呈！

クオカード        を進呈！
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!

新規加入事業所へ500円分

1,000円分
ご紹介者へ

さらに

新規会員募集新規会員募集
中小企業で働く従業員のゆとりと安心を中小企業で働く従業員のゆとりと安心を

慶弔給付金は
出費の多い時に
嬉しい制度だ。

健康診断や
インフルエンザ予防接種
などの補助があり
助かります。

レクリエーション・
スポーツ・旅行etc
家族で利用できて

楽しい!
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外野席（ライト側中段6席）……………〈共済料金〉
グリーン席（ネット裏10席）……………〈共済料金〉

（2席分）

（2席分）甲子園球場
（阪神戦）

試合日カード
※緑色の
　試合日は
　デーゲーム

  1日（金）、  2日（土）、  3日（日・祝）

  8日（金）、  9日（土）、10日（日）

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。　※当選後のキャンセルは出来ません。（重複当選の場合も）

11,000円
3,000円

中  　日

ヤクルト

試合日カード

19日（火）、20日（水）、21日（木）

26日（火）、27日（水）、28日（木）ロ ッ テ

広  　島

募　集
指定席

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

ルール等 ●4人制　　　●メンバー登録は8名以内
●1セット15点の3セットマッチ（参加チーム数により変更あり）
●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

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 姫路市立総合スポーツ会館 16チーム（申込多数の場合抽選）募集チーム数

プロ野球

第16回 ソフトバレーボール大会

申込締切
4/16
（木）必着

申込締切
4/16
（木）

10：00～と 　 き 6月6日（土）

5月のカード

第63回 バドミントン大会

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。

と こ ろ ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 第2競技場

参 加 料 会員・同居家族 500円

5月19日（火）と 　 き
18：15～

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。

と こ ろ ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 第2競技場

参 加 料 会員・同居家族 500円

5月20日（水）と 　 き
18：15～

3/19㈭現在、
開幕日程は決定しておりません。

4月の空きカードについては、
事務局までお問合せ下さい。

第60回 卓球大会

募集組数 残りダブルス 5組（先着順） 募集人数 残り 10名（先着順）
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きょうさいツアーは対象となりません。

旅 行 社 名 支　店　名 商　品　名 電話番号

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
三 洋 旅 行 旅倶楽部旅サロン山陽百貨店 ☎284-7100

神 姫 観 光 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

申込方法

（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。

②案内書等送付（注）

①申込み

旅行社旅行社会員会員旅行 TRAVELTRAVEL

申込みは旅行社へ!

旅行社及び商品名

対象ツアー

利用方法

注意事項

利用期間：4月1日（出発）～3月31日（帰着）
下表の各旅行社支店の「商品名覧」の泊付ツアーで2021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。

年間通して利用出来ます。

手続きは
旅行出発までに！

2020年度
きょうさい

会員・同居家族

3,000円割引
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令和初の世界遺産になっ
た『百舌鳥・古市古墳群』
にある仁徳天皇陵古墳を
見学します。 千利休の茶の湯の原点、与謝野晶子の

歌の世界を感じるミュージアムです。

8:00 10:30 11:00 11:30

15:45

13:10

13:20 14:20 14:40 18:10頃

令和初の世界遺産仁徳天皇陵古墳と堺の歴史に触れる

行　程

5月24日（日）

取扱旅行社

姫路駅南　　　堺市役所21階展望ロビー　　　ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺（昼食）

　　　さかい利昌の杜　　　仁徳天皇陵古墳・堺市博物館　　　姫路駅南

80名（申込多数の場合抽選）

仁徳天皇陵古墳

さかい利昌の杜

会員・同居家族　6,400円
同 　 伴 　 者　8,100円

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

千利休茶の湯館千利休茶の湯館 与謝野晶子記念館与謝野晶子記念館

神姫観光　姫路支店　TEL.079-224-1501　FAX.079-285-0402　担当/中山・吉見・藤崎

※行程順が変更になる場合があります。

淡路島の南に位置する沼島。
名店 木村屋で｢はもづくし
コース｣をご堪能ください♪

沼島旬のはも料理

行　程

5月31日（日）

取扱旅行社

60名（申込多数の場合抽選）

沼島旬のはも料理

たこせんべいの里

会員・同居家族　13,900円
同 　 伴 　 者　18,100円

東武トップツアーズ 姫路支店　TEL.079-224-5761  FAX.079-288-0109　担当/奥村・小林・福井

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 12:10 14:00 14:40 14:50

船 船

16:45 17:25 18:25頃

徒歩 徒歩

はもづくしコース

申込締切
4/16
（木）

申込締切
4/16
（木）

きょうさいツアー ※奨励ツアーの3,000円割引は適用できませんのでご注意ください。

しまなみの絶景を眺め
ながら、約4.2kmの
ウォーキングをお楽し
みください♪ 食通の間で幻の高級魚と呼ばれる

マハタをご賞味！

しまなみ海道多々羅大橋ウォーキング
た　　た　　ら

5月17日（日）

取扱旅行社

80名（申込多数の場合抽選）

多々羅大橋
ウォーキング！

名物マハタ御膳
おおやまづみ

大山祇神社

会員・同居家族　  9,200円
同 　 伴 　 者　11,800円

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

す み た に ひ 　 が

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

申込締切
4/16
（木）

7:45 11:00 12:15 14：4013：3013：15 17:45頃
行　程 姫路駅南　　瀬戸田PA　　多々羅大橋　　道の駅 多々羅しまなみ公園（昼食）　　大山祇神社　　姫路駅南

約4.2kmのウォーキング 名物マハタ御膳

徒歩徒歩

申込みは旅行社へ!
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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

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

姫路市立美術館

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

〈問合せ先〉 TEL.0868-74-3887

兵庫県立歴史博物館

いちご狩り

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（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

大　　 人　640円（一般料金1,000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） 大　　 人　640円（一般料金1,000円）

新 舞 子
〈たつの市御津町黒崎〉

的　形
〈市内的形町的形〉

4/1（水）～6/30（火）4/18（土）～6/28（日）

チケット
TICKETTICKET家族・職場の仲間と

潮 干 狩 り 休憩料込み

要予約

ホームページからも
チケットの申込みが
できます！

簡単・便利

大人（中学生以上） 800円
（一般料金1,100円）

小人（2才～小学生） 630円
（一般料金  880円）

美作農園
〈岡山県美作市奥585-1〉

5/7（木）～5/31（日）

志村ふくみ展
いのちを織る

4/25（土）～6/21（日）
驚異と怪異

ー モンスターたちは告げる ー

4/25（土）～6/14（日）

コチラをクリックしてチケット（利用券）
申込みフォーム一覧ページへ！！

申込締切
6/4
（木）
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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
P41～45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
P41～45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

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～小学生）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

須磨海浜水族園海　遊　館ニ フ レ ル

大人（高校生以上）2,000円（一般料金2,400円）
小人（小・中学生）　900円（一般料金1,200円）
幼児（3 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）

姫路太陽公園・白鳥城姫路セントラルパーク
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310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）

須磨海づり公園は現在休園中です。

※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。

※申込みはTELまたはFAXで

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〕4/20（月）

※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

※ココロンカード提示で小中学生は入園料無料

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

9月30日まで有効

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）

2021年1月31日まで有効

（サファリ+遊園地）

料金等は決まり次第
お知らせします。

030601増田→031101増田→031801増田→
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映画タイトル

○　　○

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間 令和2年  ○  月  ○  日～ 令和2年  ○  月  ○  日

000
00

利用券

（終了未定）『犬鳴村』『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』『Fukushima50』『ジュディ 虹の彼方に』『仮面病棟』

『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』『一度死んでみた』『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY（PG12）』

『弥生、三月 君を愛した30年』『Fate/stay night Heaven's Feel Ⅲ.spring song』『三島由紀夫VS東大全共闘 50年目の真実』

　　　　　『エジソンズ・ゲーム』『ステップ』『デッド・ドント・ダイ（R15+）』『キスカム！ COME ON, KiSS ME AGAiN!』

　　　　　『プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第1章』『フェアウェル』　　　　　　『名探偵コナン 緋色の弾丸』『劇場』

『機動警察パトレイバー THE MOVIE』　　　　　　『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』

『映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』『東映まんがまつり』『糸』

2分の1の魔法 ソニック・ザ・ムービードクター・ドリトル

ムーラン

映画プリキュア
ミラクルリープ みんなとの不思議な1日

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

4/17（金）～
ロードショー

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

4/24（金）～
ロードショー

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

4/24（金）～
ロードショー

東映まんがまつり

アースシネマズ姫路アースシネマズ姫路アースシネマズ姫路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。 前売り特典はつきません

アースシネマズ姫路アースシネマズ姫路 ℡.079-287-8800℡.079-287-8800

チビッコ映画チビッコ映画

※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～ 17日～

24日～

大人1,300円（一般料金1,800円）料　金

クレヨンしんちゃん
激突! ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 映画おしりたんてい・他3本

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

5/22（金）～
ロードショー

名探偵コナン
緋色の弾丸

大人と小人で利用方法が異なります映画券の利用方法について
◎大人
　ニュース3月号及び9月号綴り込みの
　 引換券を切り取り、ご利用ください。

映画入場引換券 ◎小人（3才～中学生）
　共済センターへお申込みください。（電話、FAX、HP）
　※利用券の対象は、チビッコ映画掲載作品のみ

チビッコ映画利用券

見本見本

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。

見本

4月映画案内映画案内

チケットの申込みは
共済センターまで！

近日公開
（　　　　　　　 ）お問い合わせは

劇場まで

近日公開
（　　　　　　　 ）お問い合わせは

劇場まで

近日公開
（　　　　　　　 ）お問い合わせは

劇場まで

近日公開
（　　　　　　　 ）お問い合わせは

劇場まで

030901増田→031101増田→031301増田→031701増田→031801増田→
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観劇 THEATERTHEATER

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320円）をいただきます。

※申込多数の場合、抽選となります。

朝から晩までジャズを
味わえる贅沢な一日を！

5/5（火・祝）11：00開演
出  演
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部
Swing Cats
Mega Tone Jazz Orchestra　他

料  金
400円（一般料金 500円）

第23回 姫路ジャズフェスティバル
地元ジャズ・バンド大集合

（全自由席）※未就学児入場不可

発売中 発売中発売中

小曽根真 featuring
No Name Horses

小曽根真
©Kazashito Nakamura

小曽根真
©Kazashito Nakamura

出  演
小曽根真　他

6/6（土）16：00開演
小曽根真率いるビッグ・バンドの
15周年記念ツアー

料  金
S席　　4,000円（一般料金 5,000円）
A席　　2,400円（一般料金 3,000円）
B席（2F） 800円（一般料金 1,000円）
※25才以下各半額

（全席指定）※未就学児入場不可
※5/16のトークイベントのチケット取扱いはございません。

山内惠介
デビュー20周年特別公演

6/12（金）～6/29（月）
三山ひろし

笑顔を届けます！コンサート 2020

第一部 新作人情時代劇 ／ 第二部 オンステージ

（全席指定）※未就学児入場不可

※初日・千穐楽不可料  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）

5/31（日）

ブラス・エクシード・トウキョウブラス・エクシード・トウキョウPescaPesca

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

14：00開演 発売中

発売中 発売中

発売中

ジャンミッシェル・キムジャンミッシェル・キム上田晴子上田晴子

パルナソスホールパルナソスホール

姫路キャスパホール姫路キャスパホール

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

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 新歌舞伎座新歌舞伎座

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

（全席指定）※未就学児入場不可

（全席指定）※未就学児入場不可

ピアノスクール第20回記念
2台ピアノで贈る至極のアンサンブル

女神が織りなす歌の翼

14：00開演 5/9（土）14：00開演

5/28（木）14：00開演

（全席指定）※未就学児入場不可

出  演
上田晴子、ジャンミッシェル・キム（ピアノ）

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）

曲  目
モーツァルト：2台のピアノのためのソナタ ニ長調
サン=サーンス：動物の謝肉祭　他

出  演
Pesca：若山桃子（フルート）、山浦文友香（ハープ）

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）

曲  目
プッチーニ：誰も寝てはならぬ
マンシーニ：ムーン・リバー
サルトーリ：Time To Say Goodbye　他

ブラス・エクシード・トウキョウ
コンサート

7/18（土）
上田晴子＆ジャンミッシェル・キム

ピアノデュオ

情熱あふれるブラスサウンド！

曲  目
吹奏楽コンクール課題曲
映画「ジュラシックパーク」より　他

料  金
一般　　　 2,400円
　　 （一般料金 3,000円）
高校生以下 1,200円
　　 （一般料金 1,500円）

（全席指定）
※未就学児入場不可

思い出よみがえる
懐かしのヒットパレード

出  演
三浦紘朗（司会進行）

料  金
560円（一般料金 700円）

料  金
5,700円（一般料金 6,500円）

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～

三浦紘朗三浦紘朗

平日
　①11：00　②14：30

土・日・祝
　①  9：45　②12：45　③15：45

平日
　①12：30　②15：30

土・日・祝
　①12：30　②15：30

料  金

3,700円（一般料金4,700円） （全席指定）

料  金

3,000円（一般料金4,200円） （全席指定）

演歌界のホープ・三山ひろし。人々に「安心感」を
感じさせ、「活力」を与えるその声は、まさに「ビ
タミンボイス」。専属バンドによるコンサートを
心ゆくまでご堪能下さい。

内  容

発売開始
4/17
（金）

14：00開演

（全席指定）　※未就学児入場不可　※申込多数の場合抽選

6/27（土） 発売中
申込締切
4/16
（木）

絵本の読み聞かせ
『絵本のじかんだよ！』

出  演
小林顕作

6/7（日）①11：00開演
②14：00開演

NHK Eテレの子ども向け番組
オフロスキー役でおなじみの
小林顕作による絵本読み聞かせ公演。

料  金
中学生以上  1,600円（一般料金 2,000円）
3才～小学生　800円（一般料金 1,000円）

（全席指定）※0才から入場可能 小林顕作（写真：二石友希）小林顕作（写真：二石友希）

※4/29（水・祝）～5/6（水・休）は特別興業の為、予約で
きません。
※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。

※4/29（水・祝）～5/6（水・休）は特別興業の為、予約で
きません。
※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。

030901増田→031101増田→031701増田→031902増田→032301増田→
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入脱会の手続きについて入脱会の手続きについて

慶弔給付金の振込みについて慶弔給付金の振込みについて

各種チケットの申込みについて各種チケットの申込みについて

●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　　●人間ドック・脳ドック受診申込書

※上記書類は、共済センターのホームページからダウンロード、
　もしくは、ガイドブック巻末ページをコピーして
　ご使用ください。

4月より受付順に事業所の指定口座へ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振込み時期が前後する場合が
ありますがご了承ください。

ゴールデンウィーク期間中（5/2（土）～5/6（水・休））や
その前後の配送は混雑が予想されます。
チケット等は、余裕をもって申込みを
お願いします。

ゴールデンウィーク前の
最終受付日時
5/1（金） 14：30

右記の書類も
ご利用ください

124390_きょうさい_ガイドブック2019_P101

144667_きょうさいガイドブック
2020_P100

今後、当センター主催のイベントやスポーツ大会、旅行等を中止もしくは延期とする
場合があります。決まり次第、当センターのホームページ等でお知らせします。
また、契約施設でも休業や一部サービス休止となる場合がありますので、事前に確認
のうえ、ご利用をお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

4月は入社や異動の時期です。
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、
お早めに共済センター事務局までご提出ください。

手続きはお早めに

申込みはお早めに

031001増田→031002中村→031101増田→031301増田→031701増田→031801増田→
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〈予約〉TEL.0120-505-575　〈問合せ〉TEL.0120-012-277
https://www.himejikenshin.jp/

★一般財団法人京都工場保健会
　姫路健診クリニック 姫路市西駅前町73番地

姫路ターミナルスクエア3F

●人間ドック（半日ドック）
※会員のみ

36,900円
（一般料金42,900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

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

ホームページ：http://www.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）
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!!

今年度も慶弔給付金事業や健康診断・インフルエンザ予防接種補助をはじめとした
健康管理事業など、様々な事業を計画していますのでご活用ください！なお、今年度
の事業をまとめた2020ガイドブックは、4月中旬までに事業所へ配布いたします。

こんなイベントに参加したい！
〇〇の施設と契約してほしい！
きょうさいツアーで〇〇へ行きたい！

例えば…

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。

譲って
ほしい

※事務局までお問合せください。

新規加入
事業所

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!

新規契約施設

契 約 解 除
指定保養所 ●播磨ふれあいの家
ゴルフ練習場 ●白鳥水上ゴルフセンター
ゴルフ場 ●美作カントリークラブ

4月1日（水）より
下記の施設と契約ができました！ ご利用ください！

3月末日をもって
契約解除となりました。

※料金、営業時間、定休日等は
　各施設のホームページでご確認ください。料 金

料 金
特 典

一般料金の10％割引

旅倶楽部（国内・海外企画旅行）
3％割引

●奨励ツアーも対象旅行社になります。

★㈱三洋旅行　旅サロン山陽百貨店
姫路市南町1番地　山陽百貨店西館6F
TEL.284-7100

会員及び同居家族
会員証提示

会員及び同居家族
会員証提示

●㈱三洋旅行 旅サロン山陽百貨店
●㈱T.S.L.　　●㈱テクノス8
●㈲トータルシステム

セ ン タ ー よ りセ ン タ ー よ り

●大津中学校の男子制服
　140～160cm用 ／ 安価希望
●イス、テーブル
　古くても大きくても可、カタチ問わず ／ 無料～安価希望

●家庭用温室（ビニール製等）
　古くても可、植木・花用
　無料～安価希望

★淡路島西海岸 レストラン＆カフェ
●のじまスコーラ
※マルシェ、BBQ、フードトラック等一部対象外あり
※飲食は会員含む最大9名様まで

淡路市野島蟇浦843　TEL.0799-82-1820
https://www.nojima-scuola.com/
●Ocean Terrace
淡路市野島蟇浦816　 TEL.0799-82-1907
https://ocean-terrace-awaji.jp/
●miele
淡路市野島蟇浦785-9　TEL.0799-80-2600
https://www.miele-da-scuola.com/
●CRAFT CIRCUS
淡路市野島平林2-2　TEL.0799-82-1855
https://awajicraftcircus.com/

★県立淡路島公園
　アニメパークニジゲンノモリ
淡路市楠本2425番2号　TEL.0799-64-7061
https://nijigennomori.com/
●NARUTO＆BORUTO忍里
●クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク
●ナイトウォーク火の鳥

★HELLO KITTY SMILE
淡路市野島蟇浦985-1　TEL.0799-70-9037
https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

★HELLO KITTY SHOW BOX
淡路市野島平林177-5　TEL.0799-70-9022
https://awajiresort.com/hellokittyshowbox/

※ショップを除く

※入場料のみ

031001増田→031002中村→031101増田→031301増田→増田→031601増田→031801増田→032301増田→
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