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NEWS

姫路

9
2020

No.366

会員数 39,569名
（2020年8月1日現在）

　　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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9月20日頃予定

従業員の皆様の健康管理のため、
事業所へ常備薬セットを配布します。

配送時期

セット内容

★事業所の登録住所へ送付します。

配布
セット数 事業所の従業員数（2020年8月1日現在）に応じ、下記のセット数を配布します。

※写真はイメージです。
　セット内容が写真と異なる
　場合があります。

従業員数

1～20

21～50

51～100

配布セット数

1

2

4

使い切りマスク（7枚入り） ハンドジェル 新エスベナンうがい薬 など

従業員数が101名以上の事業所は、さらに100名毎に2セット

2020_081201野崎→082001野崎→082002野崎→082003野崎→
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ご家族やお子様の作品もどしどしご応募ください♪

2021年 ガイドブック・ニュース

あなたの                            
などが表紙を飾ります！

表紙デザイン「広く自由な
発想」でお寄せ
ください♪

結果発表 2021年きょうさいニュース2月号で発表予定

応募資格 会員及び同居家族

謝　　礼

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）
※入賞12作品は2021年度きょうさいガイドブック及び
　ニュース各号の表紙に掲載予定

　　　　　　　 ・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。
・採用作品は、画像取り込みのため原本をお借りする場合があります。
・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。

注意事項

応募方法

〒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

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

応募締切

12/28（月）
必着

2021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、デザインなど）※写真は不可

テーマ

大募集
イラスト・絵画・工芸

応募者全員に

記念品進呈 !

2020_073101左納→080601野崎→081201野崎→082001野崎→
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事業所健診の補助増額について

利用方法 ①通常通り、契約医療機関へ直接予約する。
②受診当日、 『事業所健診申込書』を提出し、補助額を引いた料金を支払う。

期間限定で補助額アップ！

通　常 期間限定

1,000円補助X線間接 800円補助 ➡

1,500円補助X線直接1,300円補助 ➡

2020年8月1日（土）～2021年7月31日（土）対象期間 ※受診日

※2021年8月1日（日）以降は、通常の補助額に戻る予定です。

インフルエンザ予防接種補助
今年度は補助額アップ！

補 助 額 1,000円（予定） 利用期間 10月1日㈭～12月28日㈪（予定）

詳細はきょうさいニュース10月号でお知らせします。

姫路市飾磨区上野田１丁目16番1／TEL.079-235-3600／http://www.hc-hosp.or.jp/

脳ドック 姫路中央病院附属クリニック
新 規 契 約 9月1日（火）より契約 ご利用ください！

※会員のみ29,000円（一般料金 35,000円）料 金

【検査内容】脳MRI・MRA、頚動脈エコー
【受診曜日】月・水基本コース

※従来のコースは「精密検査コース」となります。   料金 50,000円（一般料金 56,000円）【受診曜日】火・木精密検査コース

2020_071001野崎→071501野崎→072001野崎→072101野崎→072103増田→080401神野→080601野崎→080701野崎→081101野崎→081102野崎→081201野崎→
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プロ野球チケットの補助について
今シーズンは年間予約席のチケットあっせんができないため、

会員個人で購入されたチケットに対し、補助（振込み）をおこないます。

補 助 額 1試合につき【500円×席数分】　※会員・同居家族利用分のみ ※年間2試合分まで

請求書類に必要事項を記入し、チケットの半券を貼付のうえ、共済センターへ
送付してください。（請求書類が必要な方は共済センターまで）

請求方法

対象試合 阪神タイガース及びオリックスバファローズの主催試合

ルール等 ●1セット11点（参加組数により変更あり）　●5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　　　　　　　　　　　●女子にはハンデあり

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 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 第2競技場

シングルス（男女混合） 24名（申込多数の場合抽選）募集人数会員・同居家族 500円参 加 料

第61回 卓球大会
申込締切
9/16
（水）

18：15～と 　 き 10月27日（火）

第64回 バドミントン大会

8/20時点では開催を予定していますが、今後のコロナウイルス感染症の状況により、中止とする場合があります。

ルール等 ●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

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 ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館） 第2競技場

ダブルス 24組（申込多数の場合抽選）募集人数会員・同居家族 500円参 加 料

申込締切
9/16
（水）

18：15～と 　 き 10月28日（水）
8/20時点では開催を予定していますが、今後のコロナウイルス感染症の状況により、中止とする場合があります。

155615_きょうさいニュース2020年9月号-P5
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きょうさいツアー 中止のお知らせ

【取扱旅行社】  名鉄観光サービス 姫路支店

【取扱旅行社】  タビックスジャパン 姫路支店
10月4日（日）丹後梨狩りと天橋立焼きアワビの昼食

【取扱旅行社】  農協観光 姫路支店
10月25日（日）由良海岸みかん狩りと海軍ゆかりの港めぐり遊覧船

手焼きせんべい体験と日本一の駄菓子屋さん9月27日（日）

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（各種宿泊プラン） ☎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

対象期間：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、4,000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！

きょうさいツアーは
対象となりません。

2020年度きょうさい
3,000円割引→4,000円割引会員・同居家族

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記ツアーを中止します。

今年度のみ補助額アップ!

2020_073101野崎→081201野崎→
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○○○○

００００円引

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間
備　　考

令和2年  ○  月  ○  日～令和2年  ○  月  ○  日
○○○○○○○○○○○○○○○

参 加 者 ○○　○○　　　　　　 様

000

00

00

保養所

指定保養所の補助増額について

2020年4月1日（水）～2021年3月31日（水）対象期間

利用方法 ①通常通り、保養所へ直接予約し、共済センターへ保養所利用申込書を提出する。
　(共済センターから利用者へ『保養所利用券』に同封して『保養所特別利用補助券』を送付）
②利用当日、 『保養所利用券』と『保養所特別利用補助券』をあわせて保養所へ提出し、補助額を
引いた料金を支払う。
　※『保養所特別利用補助券』のみでは使用できません。必ず、『保養所利用券』とあわせてご使用ください。
　※会員・同居家族ともに、『保養所特別利用補助券』は年間2泊まで利用できます。

『保養所特別利用補助券』利用で補助額1,000円アップ！

○○○○

００００円引

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間
備　　考

令和2年  ○  月  ○  日～令和2年  ○  月  ○  日
○○○○○○○○○○○○○○○

参 加 者 ○○　○○　　　　　　 様

000

00

00

保養所

保養所利用券 保養所利用券
+

2,500円補助大人 1,500円補助 ➡

2,000円補助小人 1,000円補助 ➡

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
「サンクス・フェスティバル」パスポート

保養所特別利用補助券

2020年9月期及び2021年1月～3月期に
実施される予定でしたが、中止となりました。

2020_080301野崎→080601野崎→081101野崎→081201野崎→
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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

チケット
TICKETTICKET家族・職場の仲間と

要予約

りんご狩り 栗　拾　い

ぶどう狩り

〈予約・問合せ先〉TEL.0868-74-3887

8/22（土）～
　9/30（水）予定

大人（中学生以上）950円
（一般料金1,650円）

小人（2才～小学生）820円
（一般料金1,320円）

美作農園
〈岡山県美作市奥〉

〈問合せ先〉TEL.0794-83-3546 〈問合せ先〉TEL.079-428-2133

7/29（水）～
　9/20（日）予定

8/18（火）～
　9/中旬予定

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
〈加古川市上荘町見土呂〉

大人（中学生以上）800円
（一般料金1,300円）

小人（4 才 以 上）650円
（一般料金1,100円）

三木平井山観光ぶどう園
〈三木市平井〉

〈問合せ先〉TEL.0790-75-3600

原観光りんご園
〈宍粟市波賀町原〉

8/29（土）～11/中旬予定
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.079-428-2133

大人・小人 350円（一般料金500円）

みとろ観光果樹園
〈加古川市上荘町見土呂〉

9/5（土）～9/20（日）予定

大福 付き

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

※注意：2021年4月1日以降、「イーグレ地下駐車場」及び
　「大手前公園地下駐車場」ではご使用いただけません。

こども商品券

利用先

※申込みは1日1回10枚まで

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

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）

9月30日まで有効

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）

※入館まで待ち時間が生じる場合があります。 ※入館まで待ち時間が生じる場合があります。

073101増田→080601野崎→081101増田→081201増田→082101増田→

155615_きょうさいニュース2020年9月号_P08
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「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♪

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

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

※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）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）

姫路太陽公園・白鳥城
3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）

好　古　園
6ヵ月間有効

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）

姫路セントラルパーク

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）

2021年1月31日まで有効
（サファリ+遊園地）

ヨーデルの森
3ヵ月間有効

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（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1,500円）

小人（小・中学生）　450円
（一般料金  750円）

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

釣堀センター 水宝
3ヵ月間有効

（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）

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）

須磨海づり公園は現在休園中です。

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）

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

申込みは
TELまたはFAXで

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）

（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・電話番号・自宅住所の記入をお願いします。

〔申込締切〕9/18（金）
※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）

※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

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）

スポーツジム（中地・香寺）
6ヵ月間有効

※大人のみ使用可

大人（高校生以上）150円
（一般料金200円）

073101増田→

155615_きょうさいニュース2020年9月号_P09
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©Troll/POPLAR ©石森プロ・東映
©廣嶋玲子・jyajya／偕成社 ©coyote
©2020東映まんがまつり製作委員会

©西森博之／小学館
©2020「今日から俺は!!劇場版」製作委員会

©2020映画 「弱虫ペダル」製作委員会
©渡辺航（秋田書店） 2008© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2020

©2020「思い、思われ、ふり、ふられ」製作委員会
©咲坂伊緒／集英社 ©2020「事故物件 恐い間取り」製作委員会©2019 Disney/Pixar.

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)  『今日から俺は!!劇場版』『コンフィデンスマンＪＰ プリンセス編』『映画ドラえもん のび太の新恐竜』『弱虫ペダル』

『Fate／stay night Heaven's Feel Ⅲ.spring song』『糸』『事故物件 恐い間取り』『2分の１の魔法』『青くて痛くて脆い』

『思い、思われ、ふり、ふられ（実写版）』　　　　　　『人数の町』『宇宙でいちばんあかるい屋根』『許された子どもたち（PG12）』『キスカム！

COME ON, Kiss ME AGAiN！』　　　　　　『特別上映版「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は“腸”大騒ぎ！』

　　　　　『海辺の映画館 （PG12）』『窮鼠はチーズの夢を見る（R15+）』『荒野のコトブキ飛行隊 完全版』『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』　　　　　　『思い、思われ、ふり、ふられ（アニメ版）』『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』『TENET テネット』

　　　　　『キングスマン ファースト・エージェント』『映像研には手を出すな！』『ミッドナイトスワン』

4日～

5日～

11日～

18日～

25日～

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。

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。 見本

9月映画案内映画案内

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

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！

2分の1の魔法

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）

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

映画ドラえもん
のび太の新恐竜

3才～中学生
800円

（当日料金 1,000円）

東映まんがまつり
映画おしりたんてい 他

今日から俺は!!劇場版

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）

思い、思われ、ふり、ふられ 事故物件 恐い間取り

弱虫ペダル

公開中 公開中 公開中

公開中 公開中 公開中 公開中

ホームページが
リニューアルされました！

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

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。

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

映画入場引換券◎大人 ◎小人（3才～中学生） チビッコ映画利用券

見本見本

155615_きょうさいニュース2020年9月号-P10
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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。▼　▼ ▼　▼

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！

を進呈！クオカード
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

1,000円分ご
紹 介 者 へ

さらに

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

新規会員募集新規会員募集

慶弔給付金は
出費の多い時に
嬉しい制度だね。

健康診断や  
インフルエンザ予防接種
などの補助があり
助かるね。

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!

★前年度と同じ条件で新規会員募集していますので、
引き続きご協力をお願いします。

キリトリキリトリ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

500円分

155615_きょうさいニュース2020年9月号-P13

20073101小形→080401中村→080402野崎→080601野崎→081201野崎→
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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。

観劇 THEATERTHEATER

お知らせ INFORMATIONINFORMATION

（全席指定）
※未就学児入場不可

米朝一門によるに人気落語会！

11/21（土）14：00開演
第29回 キャスパ寄席

出  演
桂二葉、桂吉の丞、桂団朝
桂歌之助、桂塩鯛（出演順）

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）

桂塩鯛桂塩鯛

張込み張込み

発売中

（全自由席）
※未就学児入場不可

上映作品
17日：「張込み」「悪い奴ほどよく眠る」
18日：「白い巨塔」「黒い画集 あるサラリーマンの証言」

12/17（木）
12/18（金）
両日とも12：00上映開始（2本立て・入替なし）

姫路市文化センター、最後の名画鑑賞会！

料  金

2日通し券 400円
　（一般料金 500円）

14：00開演
10/17（土）

オルガンシリーズVol.6
長田真実オルガンリサイタル

曲  目
L.ヴィエルヌ：オルガン交響曲 第３番 Op.28より
フランク：祈り Op.20　他

出  演
長田真実（オルガン）

ロマンティックなオルガンの世界

名画鑑賞会
～社会派ミステリー特集～

（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）

発売開始
9/17
（木）

公演内容が
変更になりました。

姫路キャスパホール姫路キャスパホール

9/24（木）14：00開演

長田真実長田真実

発売中
発売中

発売開始
9/18
（金）

2021年

2/14（日）
14：00開演

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

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。

※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。

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

※事務局までお問合せください。

譲ってほしい ●イルミネーション（電飾）  
　古くても型不揃いでもOK ／ 無料～2,000円希望

※公演状況は施設ホームページで
　ご確認ください。

※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。

※公演状況は施設ホームページで
　ご確認ください。

※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

よしもと祇園花月よしもと祇園花月なんばグランド花月なんばグランド花月

三浦紘朗三浦紘朗

料  金
560円（一般料金 700円）

料  金 560円（一般料金 700円）

（全席指定）※未就学児入場不可

（全席指定）※未就学児入場不可

懐かしの洋楽ヒットパレード

第17回 ～身も心も温まるこの洋楽～

第16回 ～誰かさんと聞きたいこの曲～
出  演 三浦紘朗（司会進行）

153734_きょうさいニュース2020年8月号_P06
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たくさんのご応募ありがとうございました！ ★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。

の答えクイズ8月号

Q2Q1

全問正解者の中から抽選で100名様に
クオカード（1,000円分）をプレゼント！クイズ

申 込 方 法

ホームページアドレス http://www.himeji-kyosai.or.jp/
※電話・FAX・メールは不可 ※申込みは1会員1回のみ ※申込みフォームは9/4（金）頃に開設予定

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。

9/16
（水）

申込締切
ホームページの申込みフォームより、クイズの答え及び必要事項を入力のうえ、お申込みください。

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!

全問正解者数 209名

　応募者数 407名

答え  C.口 （→回）
Q1

共通点・・・漢字を2つ使うと別の漢字になる。
　月 → 朋　火 → 炎　一 → 二　木 → 林　夕 → 多　日 → 昌　土 → 圭

答え  Ｂ.ぶどう狩り
Q2

Ａ.いちご狩り 567枚
Ｃ.栗拾い   50枚
Ｅ.みかん狩り 343枚

Ｂ.ぶどう狩り 698枚
Ｄ.りんご狩り 177枚

次の内容にはあるルールがあります。
□に入る数字は何でしょう？

次の内容をマスクと消毒液を使って
読むと何になるでしょう？

1
2
2
7
6

□
8
10

→
→
→
→
→
→
→
→

1
2
15
29
33
74
88
877

箱ナス雲すチキン

新規加入
事業所

●㈲サンエステートエンジニアリング
●㈲神姫土質開発
●東亜ノンウーヴェンマシナリー㈱

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

080401増田→080601増田→080701野崎→081101増田→081701増田→081702増田→081801野崎→
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この商品は、広島県誘客促進支援事業とＧＯＴＯキャンペーンを活用した旅行割引プランです

宮島・厳島神社と アナゴ料理
参加費

最少催行人数
行程

日　時

旅行代金 　20,800円
広島県誘客支援額  10,000円支援
GoTo給付額　 7,000円給付

いずれも集合・解散：ＪＲ姫路駅　※雨天決行
お問い合わせ・お申し込みは

3，800円お一人様

ＪＲ姫路駅≠≠≪新幹線≫≠≠広島駅≠≠≪チンチン電車≫≠≠

宮島口駅・・・宮島口港～～宮島港・・厳島神社をガイドさんと参拝、

宮島名物アナゴ陶板焼きのご昼食とお買い物・・・・宮島港～～

宮島口港・・・宮島口駅≠≠≪在来線≫≠≠広島駅≠≠≪新幹線≫

≠≠JR姫路駅（解散）
18:00～18:40

16:40～17:20

8:00～8:40 9:20～10:00

※滞在時間約４時間
Tel 079-223-3900 Fax 079-223-2333
e-mail:e-himeji@tabix.jp　担当者:田中
〒670-8510　姫路市北条口2-7
観光庁長官登録登録旅行業第2056号　総合旅行業務取扱管理者：山中  忍

㈱タビックスジャパン 姫路支店

10名（先着順）  ※最大人数40名

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しします。事前にご確認いただき、参加申込を完了ください。※イメージ

地域共通クーポン3,000円付

１０月 ３日（土）
１１月 ７日（土）
１２月   ５日（土）

１０月２４日（土）
１１月２８日（土）

１０月１７日（土）
１１月２１日（土）
１２月１９日（土）

１０月１０日（土）
１１月１４日（土）
１２月１２日（土）

《殺菌能力基礎実験済み》 今話題の紫外線殺菌！

紫外線でウイルス・殺菌を
消毒に ！強力

紫外線とオゾンの強力な浄化作用により、
目に見えない細菌やウィルス、カビを処理し、クリーンな環境を作り出します。

備えよ！
第2波！

お申し込み先 ㈱アビックス健康事業部（阿比野建設グループ）
姫路市安田4-80　アビックス駅南大路ビル1F　MAIL：kuramoto@abino.co.jp　FAX:079-287-2555

特 徴
1．強力な殺菌＆脱臭力
2．安全設計
3．簡単設置

壁掛型 壁掛型

一般価格  52,800円

用 途
ホテル、旅館、トイレ、厨房、事務所
病院、待合室、看護施設
更衣室、喫煙室　等

紫外線・オゾン空気殺菌脱臭装置

～8畳KSA10
寸法（W×D×H）
　80×66×230㎜
重量 1.5kg

寸法（W×D×H）
　340×65×220㎜
重量 3.8kg

会員特別価格

（税込）
48,000円
⬇

一般価格  74,800円

KSA20 ～14畳

会員特別価格

（税込）
68,000円

【日本製】

⬇

限定数
30台
（先着順）

限定数
30台
（先着順）
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