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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!
会員数 39,723名
（2020年4月1日現在）

2020表紙デザイン 努力賞 『かぶと園児』／㈱兵庫分析センター 杉本 健輔さん

　　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
〒670-0976  姫路市中地354番地  姫路市勤労市民会館 2F 8:35～17:20  ※土日祝・年末年始を除く受付時間

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！

http://www.himeji-kyosai.or.jpTEL 293-5670  FAX 293-5680 ホームページお問合せ
お申込み
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新型コロナウイルス
感染症拡大防止への対応
●当センター主催事業について
各種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。

●契約施設の利用について
休業や一部サービス休止となる場合がありますので、
事前に各施設のホームページ等で最新の情報を確認
のうえ、ご利用をお願いします。

会員やご家族の皆さまにおかれましても、こまめな手洗いや
咳エチケットなどの感染対策を心がけてください。

こまめな手洗い

咳エチケット
十分な睡眠

バランスの良い食事

不要不急の外出を控える
風邪気味なら休む部屋の換気

適度な運動

感染対策

（4月20日㈪現在）
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CULTURE &
   RECREATION
CULTURE &
   RECREATION 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

（079）293-5680（079）293-5670

文化・教養
レクリエーション

文文化・教養化・教養
レクリエーションレクリエーション

商品に関する問合せ先

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

申込締切と商品のお届け時期

第1回目

第2回目

締切 5月13日㈬
…6月上旬（3～7日頃）お届け

締切 5月27日㈬
…6月下旬（17～21日頃）お届け

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4,000円以上の注文の場合は無料）

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

家庭常備薬のあっせん

お申込みは
同封の用紙で

0120-61-8891FAX（フリーダイヤル）
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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

申込締切
6/2
（火）

姫山人形教室

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・年齢・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
下記の専用サイトより応募してください。
https://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13日（土）・14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します。

3,000円割引会員・同居家族

旅行社がコロナウイルス感染症拡大防止のため
休業する場合がありますのでご注意ください。

きょうさいツアーは
対象となりません。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
6月に予定していた下記ツアーを中止します。

きょうさいツアー 中止のお知らせ

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

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。

大人1,300円（一般料金1,800円）料　金

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

5月映画案内映画案内

アースシネマズ姫路ホームページ：https://earthcinemas.jp/

【休館のお知らせ】
政府より改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令を受け、
下記の通り営業を休止しております。ご来場予定のお客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

【休館期間】 2020年4月8日（水）より5月6日（水）予定
再開時期につきましては、改めて劇場ホームページにてご案内させていただきます。

西国めぐり
（札所9番～11番）6月14日（日）

【取扱旅行社】  名鉄観光サービス  姫路支店

【取扱旅行社】  名鉄観光サービス  姫路支店

柵原旧片上鉄道ご乗車と
新茶摘み体験

やな  はら

6月7日（日）

映画館より

ニュース3月号・4月号掲載作品について、
利用券の取扱いを中止します。

032701増田→041401中村→041402中村→041501野崎→041502野崎→041503増田→041602増田→041701野崎→042001野崎→
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甲子園球場（阪神戦）

ほっともっとフィールド神戸（オリックス戦）
ライブシート（1塁側2席）……………………〈共済料金〉 （2席分）5,400円

グリーン席（ネット裏10席）……………………〈共済料金〉 （2席分）11,000円
外野席（ライト側中段6席）……………………〈共済料金〉 （2席分）3,000円

ライブシート（3塁側2席）……………………〈共済料金〉 （2席分）5,400円

募　集
指定席

募　集
指定席

と こ ろ 姫路シーサイドゴルフコース（変更無し）

プロ野球

第123回 ゴルフ大会

と 　 き 6月14日（日） 2021年3月14日（日）
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期

4月20日（月）現在、開幕日程は決定しておりません。

ほっともっとフィールド神戸  ⒸORIX Buf faloes

6月以降のカードの申込方法等については、
開幕日程が決まり次第、ニュースもしくはホームページで

お知らせします。

➡

149515_きょうさいニュース2020年5月号-P6
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参加予定事業所 （五十音順）

参加予定事業所

3月29日（日）  21チーム
姫路市立球技スポーツセンター球技場第30回 サッカー大会の結果

㈱エスケーテック、 齊藤鋼材㈱、 三相電機㈱、 サントクコンピュータサービス㈱A
サントクコンピュータサービス㈱B、 山陽色素㈱、 JA兵庫西 福崎支店
㈱JTB 姫路支店、 太平工材㈱、 谷井運輸㈱、 ㈱デービー精工、 日東運輸㈱
㈱ノバック、 ㈱浜田運送 サントク事業所、 播州調味料㈱、 姫路港運㈱、 富士物産㈱
㈱ホリエ、 御国色素㈱、 (医）みどりの会 酒井病院、 ㈱ヤカグループ

4月5日（日）～ 5月17日（日）  51チーム
きょうさいスポーツ広場第59回 ソフトボール大会の結果

㈱福本鉄工所
フジコー㈱
工成建設㈱
御国色素㈱

名鉄観光サービス㈱
姫路支店

㈱エスケーテック
㈱金田組B

4月5日㈰

東グランド

㈱宮本組
丸魚水産㈱
㈱金田組C
西山工機㈱

㈱金田組A
白鷺特殊鋼㈱A
㈱兵庫機工

西グランド

㈱アリカタ・竹川石油
㈱安田商会・姫路大阪生コンクリート㈱・

大セメ運輸㈱
姫路医療生活協同組合
姫路ケーブルテレビ㈱

齊藤鋼材㈱
太平工材㈱

㈱ティ・オー・シー
JA兵庫西  旭陽支店

4月19日㈰

東グランド

三和スチール工業㈱
富士製缶㈱

パナソニックライフソリューションズ
池田電機㈱

姫菱テクニカ㈱
（医）仁和会 神野病院
㈱播磨製函
㈱アイデック

西グランド

㈱浜田運送
伊賀産業㈱・兵庫酸素㈱

斎藤産業㈱
（医）健裕会 中谷病院

神畑養魚㈱
㈱アスノ

姫路精機工業㈱
播州調味料㈱

西グランド

谷井運輸㈱・㈱T.S.L
アイベステクノ㈱
白鷺特殊鋼㈱B

（福）あいむ どんぐりの里

大和電機㈱
高浜酸素㈱
日東運輸㈱

5月10日㈰

東グランド
（医）汐咲会

テラマエ設備工業㈱
美樹工業㈱
㈱ノバック

大室整形外科
脊椎・関節クリニック
日本電研工業㈱
㈱寳角ギヤー

5月17日㈰

東グランド

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

149515_きょうさいニュース2020年5月号-P7
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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

3ヵ月間有効3ヵ月間有効

※2021年3月より本館のみ営業（予定）

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

9月30日まで有効

〈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）予定 5/7（木）～6/28（日）予定

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

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）予定

志村ふくみ展
いのちを織る

驚異と怪異
ー モンスターたちは告げる ー

※決まり次第、お知らせします。

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）

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、休業もしくは一部サービス
休止となっている施設があります。
最新の情報については、
各施設のホームページ等で
ご確認ください。

※4/18（土）～5/6（水・休）は休業予定

期間未定
※決まり次第、お知らせします。

期間未定

（4月20日㈪現在）
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スポーツジム（中地・香寺）
6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

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

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）

小・中学生・高校生　 90円
（一般料金150円）

大人（18才以上）　180円
（一般料金310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）

※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）
※ご利用の際には、必ず、チケットに
　氏名・住所・電話番号のご記入をお願いします。

〔申込締切〕5/20（水）
※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

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）

「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♪

須磨海づり公園は現在休園中です。
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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。

10

（全席指定）
※未就学児入場不可

9/24（木）14：00開演
最強コンビでおくる抱腹絶倒ステージ！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）

懐かしの洋楽ヒットパレード
第16回 ～誰かさんと聞きたいこの曲～

三浦紘朗三浦紘朗
（全席指定）
※未就学児入場不可

名刀を打ちあげる
相槌の音響く！

8/23（日）13：30開演
第27回 キャスパ能

演  目
能　　「小鍛冶」白頭　上野朝義、江崎正左衛門　他
仕舞　 山田義高、田中章文　他

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）

発売開始
5/15
（金）

発売開始
5/27
（水）

朝から晩までジャズを味わえる
贅沢な一日を！

9/6（日）11：00開演
出  演
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部
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

（全席指定）
※未就学児入場不可

発売中

5/5（火・祝）より
公演日変更となりました。

5/9（土）より
公演日変更となりました。

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©おまけ星©おまけ星

（全席指定）
※0～2才児の膝上鑑賞無料

発売開始
5/21
（木）

こどもオペラ
「3匹のこぶた」

内  容
歌とピアノ、フルート、打楽器による
ドキドキワクワクのミニオペラ

8/21（金）①11：00開演②14：00開演

0才から入場可！
親子で楽しむ夏休み名曲クラシックコンサート

料  金

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

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

（全席指定）※未就学児入場不可

女神が織りなす歌の翼

8/1（土）14：00開演
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

（全席指定）
※未就学児入場不可

梅沢富美男劇団
梅沢富美男 研ナオコ　特別公演

青木篤子青木篤子三浦章宏三浦章宏

7/16（木）～
　7/29（水）
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）

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

2台ピアノで贈る至極のアンサンブル

（全席指定）
※未就学児入場不可

（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

7/18（土）
上田晴子＆ジャンミッシェル・キム

ピアノデュオ

14：00開演 14：00開演 発売中 発売中8/22（土）
三浦章宏＆青木篤子
デュオコンサート

曲  目
ヘンデル（ハルヴォルセン 編）：パッサカリア
モーツァルト：ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲　他

出  演
三浦章宏（ヴァイオリン）
青木篤子（ヴィオラ）、鈴木慎崇（ピアノ）

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）

パルナソスホールパルナソスホール

発売開始
5/15
（金）

発売開始
5/28
（木）

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

新歌舞伎座新歌舞伎座

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

各劇場で予定している公演を掲載しています。（4月20日㈪現在）
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※4/29（水・祝）～5/6（水）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）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。

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）

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

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

宝塚大劇場宝塚大劇場

（全席指定）
※申込多数の場合抽選

《主演》望海風斗、真彩希帆

『fff ―フォルティッシッシモ―』
〈雪組公演〉  ミュージカル・シンフォニア

7/24（金・祝）
7/26（日）
8/  1（土）
8/  6（木）

©宝塚歌劇団©宝塚歌劇団

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）

伝説の男たちについて
の新しい物語。

A席

S席

S席

S席

13：00

11：00

11：00

11：00

申込締切
5/18
（月）

①11：00開演
②14：00開演

©やなせたかし／
フレーベル館・TMS・NTV

©やなせたかし／
フレーベル館・TMS・NTV

（全席指定）
※申込多数の場合抽選

8/2（日）
それいけ！アンパンマンミュージカル

勇気の花に歌おう♪

料  金

2,500円
　（一般料金 3,000円）
※3才以上有料。
　2才以下は保護者1名に
　つき膝上鑑賞可。
　ただし、お席が必要な
　場合は有料。

申込締切
5/18
（月）

（全席指定）
※申込多数の場合抽選

9/5（土）
五木ひろし

コンサート2020

料  金

【昼の部】
S席 6,500円
　（一般料金 7,500円）
【夜の部】
S席 6,000円
　（一般料金 7,500円）
※未就学児入場不可

申込締切
5/18
（月）

おなじみのアンパンマン、
しょくぱんまん、カレーパンマンなどが
大活躍！

①14：00開演
②17：30開演

大ヒット曲「よこはま・たそがれ」
「契り」など名曲の数々を
お楽しみください！

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

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

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。

譲ります

※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!

●㈱グリーンホームハリマ
●㈱セイコウシャ
●㈱チュウバン

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
対象者 表彰式

7月15日（水）　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
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、表彰式の
　開催中止の可能性有り

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、
同一事務所に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14日（木）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

●チャイルドシート
　10年前に4～5万円で購入 ／ 無料
●鍵盤ハーモニカ
　10年前に購入
　緑色、ホース無し、鍵盤がかたい ／ 無料

●アンパンマンのダンスする人形
　7～8年前に7,000～8,000円で購入
　30～40センチ、箱入り ／ 無料
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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。

特　価　品
50g〈近江兄弟社〉

550円550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。

家庭常備薬等の斡旋について
感　冒　薬

参考価格 1,166円 ⇒ 350円参考価格 1,650円 ⇒ 540円 参考価格 495円 ⇒ 360円 参考価格 637円 ⇒ 360円参考価格 649円 ⇒ 380円

解熱鎮痛剤 胃　腸　薬

飲み過ぎ、胸やけ、胃部不快感など

※上記価格には消費税が含まれております。

太田胃散＜分包＞
16包〈太田胃散〉 第2類医薬品

頭痛、歯痛、生理痛、解熱などに感冒の初期症状、肩こり、筋肉痛などに

葛根湯エキス顆粒DS
12包〈白石薬品〉

バファリンＡ
16錠〈ライオン〉第２類医薬品 第②類医薬品ソラノベールUVスプレー

合計168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！

日焼け止めスプレー
（顔・からだ用・髪にも）。
肌に負担なくＵＶカット。
SPF50+　PA+++ 参考価格 1,100円 ⇒

『サラッと素肌感覚。
しっかりブロック』

＊6個以上お申込された場合、
 5個に訂正させて頂きます
 のでご注意ください。

お1人様
5個まで

『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』

かぜの諸症状
の緩和

5
60錠〔第一三共〕第②類医薬品

プレコールかぜ薬錠

特

〈１日３回　１回３錠〉
（大人服用量）

〒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

ご紹介者へ

を進呈！
クオカード

1,000円分
●出費の多い時に助かる
　慶弔給付金制度あり。
●健康診断やインフルエンザ予防接種
　などの補助があります。
●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!

TEL（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

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

会員になると
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