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NEWS

姫路

11
2020

No.368

会員数 39,478名
（2020年10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

●版画教室
●凧づくり教室
●整理・収納個人相談会　他

文化・教養・レクリエーション…6.7
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表紙デザイン大募集……4

●Vリーグチケットの補助について　他
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●西村屋ホテル招月庭でカニ会席のご昼食
●新春旅の福袋11のお持帰り付ツアー
●幻の間人ガニを食す！
●神戸北野異人館と有馬温泉 兵衛向陽閣で
　会席料理のご昼食　他
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●ジェフグルメカード
●みかん狩り　他
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●神戸国際会館こくさいホール　他
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●姫路市産業デジタル化支援補助金
●新規加入事業所
●リサイクルBOX
●クイズ　他
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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!

インフルエンザ予防接種補助…4
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2020表紙デザイン 佳作 『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）
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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!

※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。

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

きょうさいツアー ★各ツアーの取扱旅行社へ
　お申込みください。申込みは旅行社へ!

8：30  9：10 9：40 11：50 14：00

15：20

徒歩

15：40 16：00 17：10 17：30 18：30頃

行　程

姫路駅南　柳田國男・松岡家記念館（観光）　西村屋ホテル招月庭（昼食）　　

　　城崎温泉街（散策）　　城崎街道 海の駅（買物）　　道の駅フレッシュあさご（買物）　　姫路駅南

カニ会席
徒歩

※10/20時点では催行を予定していますが、今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により、中止や内容変更となる場合があります。

①本ズワイガニ1杯約375g
②紅ズワイガニ1杯約300g
③イクラ50g
④アワビ1個約40g
⑤数の子1本約30g
⑥丹波産コシヒカリ300g
⑦みかん1㎏
⑧そば1束
⑨丹波産黒豆煮100g
⑩お餅1個
⑪いちご約500g

発泡酒、焼酎、日本酒、
オレンジジュース、ウーロン茶

食前酒
前菜
酢肴
椀物替り
向附
合肴

季節の食前酒
季節の酒菜取り合わせ
ずわい蟹茹で半匹
特製鍋吸い
蟹刺しと鮮魚四種
黒毛和牛ステーキ

台物
焼物
御食事
留椀
香物
水菓子

ずわい蟹陶板蒸し
鰤柚庵漬けグリル
季節のご飯
赤出汁
三種盛り
季節の果物

カニ会席  お品書き

11のお持帰り

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

西村屋ホテル招月庭でカニ会席のご昼食

12月6日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）

会員・同居家族  　11,600円
同 　 伴 　 者  　11,600円

旅行代金　　　　　　     20,420円
GoToトラベル支援額　  - 6,272円
ひょうご五国助成　　　   - 2,500円

申込締切
11/12
（木）

大型バスを定員の半数で利用します！

8：30 9：50 10：40 11：30 12：30 13：4012：35

14：20 15：30 15:45 16：15 17：30頃

行　程

姫路駅南　　ながしお農場　　ささやま玉水（昼食）　　篠山城下町（散策）

　　神戸三田プレミアム・アウトレット　　めんたいパーク神戸三田　　姫路駅南
いちご狩り（30分食べ放題） 神戸牛すきやき付き海鮮御膳

新春旅の福袋11のお持帰り付ツアー
2021年1月10日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）

会員・同居家族  　11,000円
同 　 伴 　 者  　11,000円

旅行代金　　　　　　  20,500円
GoToトラベル支援額　-7,000円
ひょうご五国助成　　　-2,500円

申込締切
11/12
（木）

大型バスを定員の半数で利用します！

このツアーの
申込みは

このツアーの
申込みは

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

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）

左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！

3,000円割引→4,000円割引会員・
同居家族

今年度のみ補助額アップ!

地域共通クーポン3,000円分付
特産品2,000円相当をプレゼント!

地域共通クーポン3,000円分付
特産品2,000円相当をプレゼント!さらに

さらに

2020年度
きょうさいツアーは
対象となりません。

GoToトラベルと併用可（一部対象外あり）
※GoToトラベルは、予算上限に達し次第、終了となります。

5つの飲み放題付
（昼食時）
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姫路駅　　　　　　城崎温泉駅　　　　　　ホテル金波楼（昼食）

～自由行動【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  】～城崎温泉駅　　　　　  姫路駅

姫路駅　　　　　城崎温泉駅　　　　　西村屋ホテル招月庭（昼食）

　　城崎温泉街（散策）　　　　城崎温泉駅　　　　　　姫路駅

かにカニはまかぜ

かにカニはまかぜ

かにカニはまかぜ

かにカニはまかぜ

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

日本旅行　姫路支店　TEL.079-281-1360　FAX.079-289-0851　担当/今井・春江・池田

日本旅行　姫路支店　TEL.079-281-1360　FAX.079-289-0851　担当/今井・春江・池田

や ど り は ら

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

徒歩

徒歩

カニ料理

カニづくし料理

食前酒
前菜
酢肴
椀物替り
向附
合肴
台物
焼物
御食事
留椀
香物
水菓子

季節の食前酒
季節の酒菜取り合わせ
ずわい蟹茹で半匹
特製鍋吸い
蟹刺しと鮮魚四種
黒毛和牛ステーキ
ずわい蟹陶板蒸し
鰤柚庵漬けグリル
季節のご飯
赤出汁
三種盛り
季節の果物

カニ会席  お品書き

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8：30 12：00 14：30 15：00 15：30

17：00 17：30 19：00頃

行　程

姫路駅南　　　昭恋館 よ志のや（昼食）　　　かにはん（買物）

　　　　　　海鮮せんべい但馬（買物）　　　　　　姫路駅南

先付・蟹刺し（間人蟹）・焼蟹・甲羅焼・
蟹みそスープ・蟹すき鍋・雑炊・甘味

カニづくし料理  お品書き

幻の間人ガニを食す！
2021年1月17日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）

会員・同居家族  　18,800円
同 　 伴 　 者  　18,800円
小人（同居家族）  　10,300円

旅行代金　　　　　　  25,800円
GoToトラベル支援額　-7,000円

地域共通クーポン3,000円分付
（小人は2,000円分）

※小人は小人料理

申込締切
11/12
（木）

大型バスを定員の半数で利用します！

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8：58 10：48 11：20 13：20

15：50 17:41

行　程

カニ料理  お品書き

日和山温泉ホテル金波楼でカニ料理のご昼食
2021年1月17日（日）

取扱旅行社

30名（申込多数の場合抽選）

会員・同居家族  　11,700円
同 　 伴 　 者  　11,700円

旅行代金　　　　　　  18,000円
GoToトラベル支援額　-6,300円

地域共通クーポン2,000円分付

申込締切
11/12
（木）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8：55 10：48 11：30

15：50 17:41

行　程

カニ会席

会席料理

徒歩 徒歩

JRで行く西村屋ホテル招月庭で食すカニ会席
2021年1月24日（日）

2021年1月24日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）

会員・同居家族  　13,000円
同 　 伴 　 者  　13,000円

旅行代金　　　　　　  20,000円
GoToトラベル支援額　-7,000円

地域共通クーポン3,000円分付

申込締切
11/12
（木）

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8：30 9：50 10：50 11：30 14：00

14：20 15：30 16：00 16：40 17：30頃

行　程

姫路駅南　　　神戸北野異人館　　　兵衛向陽閣（昼食）　　　温泉街散策

　　道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢　　　道の駅 みき　　　姫路駅南

神戸北野異人館と有馬温泉 兵衛向陽閣で会席料理のご昼食

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）

会員・同居家族  　7,600円
同 　 伴 　 者  　7,600円

旅行代金　　　　　　  15,600円
GoToトラベル支援額　-5,460円
ひょうご五国助成　　　-2,500円

申込締切
11/12
（木）

大型バスを定員の半数で利用します！

送迎バス
※待ち時間が生じる
　場合があります。

送迎バス
※待ち時間が生じる
　場合があります。

食前酒替り
宴菜
造里
蓋物
進肴
強肴
焜炉
酢肴
御飯
香の物
留椀
水物

季節のめぐみ
旬菜小鉢二種
蟹含む季節の魚貝類三種盛
季節の煮物
蟹甲羅グラタン龍宮蒸し
蟹法楽焼き1/4匹
蟹つみれ小鍋
茹蟹半匹 蟹味噌
蟹釜飯
二種盛
赤出汁
季節のデザート

このツアーの
申込みは

このツアーの
申込みは

このツアーの
申込みは

このツアーの
申込みは

地域共通クーポン2,000円分付
特産品2,000円相当をプレゼント!

①金波楼大浴場（入浴料込） ②城崎温泉街（散策）
③城崎マリンワールド（チケットは各自購入）

※入浴料
　（フェイスタオル付）
　は別途500円

さらに

※行程が変更になる場合があります。

2020_101301野崎→101401増田→101501野崎→101502野崎→101901野崎→102001野崎→102101野崎→102102野崎→
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プロ野球チケットの補助について
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。

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

請求用紙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。（請求用紙は共済センターHPよりダウンロード）

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

●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

●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

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

約　　　　　人

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。

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！
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!

1,000円分
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

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。

500円分
新規加入事業所へ

ご紹介者へ クオカード

（今シーズン利用分のみ）

好評につき補助回数変更
年間2試合分まで
⬇

変更前

制限無し変更後

女子バレーボール
Vリーグチケットの補助について

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

請求用紙に必要事項を記入し、下記証明書類を同封のうえ、共済センターへ送付してください。
 電子チケットの場合  チケット画面のコピー　　紙チケットの場合  チケットの半券
（請求用紙は共済センターHPよりダウンロード）

請求方法

※会場はいずれも 『ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路市立中央体育館）』対象試合 ヴィクトリーナ姫路の主催試合

ヴィクトリーナ姫路 vs 久光スプリングス

ヴィクトリーナ姫路 vs NECレッドロケッツ
10/31㈯

11/1㈰

ヴィクトリーナ姫路 vs 東レアローズ

ヴィクトリーナ姫路 vs トヨタ車体クインシーズ
11/21㈯

11/22㈰

159812_きょうさいニュース2020年11月号-P5
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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

申込締切
11/26
（木）

版画教室

と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館 会議室

参 加 料 会員・同居家族　250円（一般料金500円）

募集人数 各20名（申込多数の場合抽選）

（1）往復ハガキ
教室名・時間帯・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「版画教室」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

①10：00～12：00
②13：00～15：00１２月５日（土）と 　 き

木版画で来年の干支をテーマにした
年賀状をつくります。

申込締切
12/10
（木）

凧づくり教室

クリスマスパーティー

と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館 会議室

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・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「凧づくり教室」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

9：00～12：00１２月１９日（土）と 　 き

と こ ろ ホテルサンシャイン青山

12月16日（水）・17日（木）・18日（金）と 　 き

和凧をつくり、工芸館で揚げます。

新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため
中止します。

159812_きょうさいニュース2020年11月号-P6
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アースシネマズ姫路アースシネマズ姫路 ℡.079-287-8800℡.079-287-880011月映画案内映画案内

6日～

13日～

（終了未定)『鬼滅の刃　無限列車編』『スパイの妻』『みをつくし料理帖』『朝が来る』『きみの瞳が問いかけている』『空に住む』

『罪の声』『とんかつDJあげ太郎』『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』

　　　　　『461個のおべんとう』『おらおらでひとりいぐも』『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）ぼくが選ぶ未来』『劇場版「SHIROBAKO」』

『ハリー・ポッターと賢者の石（4DX3D吹替版）』　　　　　『水上のフライト』『さくら』『魔女見習いをさがして』『ドクター・デスの遺産 

BLACK FILE』　　　　　　『フード・ラック！食運』 　　　　　『STAND BY ME ドラえもん 2』『10万分の1』

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。

見本
※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

20日～ 27日～

○○○○

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

整理・収納個人相談会 （キッチン編）

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。

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 ➡

保養所特別利用補助券『保養所特別利用補助券』
利用で

①9：15～　②10：15～　③11：15～
（相談時間：各30～40分間）１２月6日（日）と 　 き

と こ ろ 姫路市勤労市民会館 2F 第1会議室

講 　 師 真野 久美子さん（整理収納アドバイザー1級）

申込方法 電話またはFAXで共済センターまで。
事業所名（コード）・会員名（コード）・参加者名（会員／同居家族）・時間帯・連絡先をお伝えください。

募集人数 ①～③各1名（申込多数の場合抽選）

※相談時間を有効に利用する為、参加者には参加決定後簡単なアンケートを送付します。

例えば、片付けや収納の仕方がわからない・キッチンに物が多すぎる等
※講習では聞けない個人的な相談もOK

年末のそうじに向けて相談してみませんか！！

参加料
無料

申込締切
11/12
（木）

0220_100201野崎→100201野崎→100801野崎→101201野崎→101202増田→101501野崎→101801野崎→102001増田→102101野崎→
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見  本見  本

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

兵庫県立歴史博物館姫路市立美術館

900円（利用金額1,000円）

※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。

※申込みは1日1回10枚まで

りんご狩り

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。

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

こども商品券

利用先

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）

※申込みは1日1回10枚まで
450円（利用金額500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.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）

みかん狩り （行かれる前に確認を！）

10/5（月）～
　12/10（木）予定

大人（中学生以上）1,150円
（一般料金1,500円）

小人（小　学　生）　750円
（一般料金1,000円）

幼児（3 才 以 上）　400円
（一般料金　500円）

11/1（日）～
  11/23（月・祝）予定

お土産付

赤穂塩屋山みかん園
〈赤穂市塩屋〉

〈問合せ先〉TEL.0791-43-3512

※月・火（祝を除く）
　は休園

小豆島夕陽ヶ丘みかん園
〈香川県小豆郡土庄町〉

〈問合せ先〉TEL.0879-65-2350

大人（高校生以上） 750円
 （一般料金1,000円）

小学生・中学生　　 700円
 （一般料金  850円）

小学生未満　　　  無  料

お土産付
（小学生未満はお土産無し）

大人　640円（一般料金1,000円） 販売は11/18（水）まで

女たちのひょうご
ー 千姫から緒方八重まで ー

日本画家・福田眉仙展

※施設HPよりオンライン予約が必要です。（『前売券をお持ちの方』を選択）

10/3（土）～11/23（月・祝）予定
10/10（土）～11/15（日）予定

大　　 人 480円（一般料金800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）

ジェフグルメカード

※上記チェーン店でも利用できない店舗があります。ジェフグルメカードHP（https://www.jfcard.co.jp/）で
　加盟店舗を確認のうえ、ご利用ください。

姫路市内の
主な加盟店

ガスト、ジョイフル、吉野家、モスバーガー、ケンタッキーフライドチキン、和食さと、魚べい、
カレーハウスCoCo壱番屋、リンガーハット、丸原ラーメン、ジョリーパスタ、ドミノ・ピザ、
焼肉きんぐ、いきなりステーキ、魚民、さかなや道場、サーティワンアイスクリーム など

利用先
ファミリーレストラン、ファストフード店、
居酒屋など 全国約35,000店舗

NEW

100101増田→100801増田→102003増田→
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現在休園中です。

須磨海づり公園

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）

※入館まで待ち時間が
　生じる場合があります。

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

※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）

神戸どうぶつ王国
3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）

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

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）

3ヵ月間有効

海　遊　館

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）

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）

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）

平磯海づり公園
3ヵ月間有効

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）

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）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）

スポーツクラブNAS
3ヵ月間有効

※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

770円（一日体験料2,200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）

※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

〔申込締切〕11/20（金）
（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。

400円（1人2枚まで） 申込みは
TELまたはFAXで

イオンスポーツクラブ（リバーシティ内）

※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）

「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♪

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

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）

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）

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）

※ココロンカード提示で小中学生は入園料無料

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

100101増田→
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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

張込み張込み

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～

発売中

発売中 発売中発売中

（全自由席）

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）

社会派ミステリー特集

料  金
2日通し券 400円（一般料金 500円）

14：00開演

名画鑑賞会
文化センター 最後の名画鑑賞会

パルナソスホールパルナソスホール

15：00開演12/20（日）
オルガンシリーズVol.7

打楽器とオルガンで贈るクリスマス

曲  目
ハチャトゥリアン：剣の舞
L.アンダーソン：タイプライター
L.アンダーソン：クリスマス・フェスティバル　他

出  演
長田真実（オルガン）、牧野美沙（打楽器）

オルガンと打楽器で心躍るクリスマスを

（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）

牧野美沙牧野美沙

阿川泰子阿川泰子

パルナソスアフタヌーンコンサート
冬の恋人の日に捧げる歌

曲  目
J.シュトラウス2世：春の声
グノー：歌劇「ロミオとジュリエット」より 私は夢に生きたい 他

出  演
坂口裕子（ソプラノ）、今岡淑子（ピアノ）

優雅な午後のひととき

（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）

坂口裕子坂口裕子

鈴木秀美鈴木秀美

バロックin姫路
バッハのすゝめ

曲  目
J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲より
J.S.バッハ：ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ ホ短調 他

出  演
鈴木秀美（バロック・チェロ）
若松夏美（バロック・ヴァイオリン）、大塚直哉（チェンバロ）

（全席指定）※未就学児入場不可

料  金
一般　　　 2,000円（一般料金 2,500円）
高校生以下 　800円（一般料金 1,000円）

発売中

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 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

三浦紘朗三浦紘朗

料  金
560円（一般料金 700円）

料  金
3,700円（一般料金 4,500円）

（全席指定）※未就学児入場不可

2021年

2/14（日） 15：00開演

2021年

2/12（金）

14：00開演

2021年

2/27（土）14：00開演

2021年

1/31（日）

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

オール・バッハ・プログラム

※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。

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

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

申込締切
11/12
（木）

（全席指定）
※未就学児入場不可　※申込多数の場合抽選

内  容
関西ジャズ界の雄として活動するアロージャズ
オーケストラと女性ジャズ・ヴォーカルの第一
人者として活躍する阿川泰子を迎えて、こくさ
いホールにてスペシャルコンサートを開催！！

アロージャズオーケストラ
コンサート

姫路市産業デジタル化支援補助金

問合せ先 姫路市雇用維持・事業継続相談窓口（産業振興課内）　TEL.（079）221－2622

概要概要
市内中小企業・個人事業主がデジタル化に要する設備投資等を行った際に、費用の一部を補助するもの。

補助対象経費補助対象経費
以下の目的で購入するデジタル機器の購入費や、システム導入に伴う経費など
①働き方改革 ②非接触型サービスの導入 ③デジタル化による生産性向上

補助金額補助金額
補助対象経費の4分の3　　上限額は、従業員数×15万円（最大300万円）

※お席は1席空けで販売いたします。
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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10月号

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11/2（月）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。

11/12
（木）

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 630名
　応募者数 741名

答え  50円Q1 大人 1,050円　　小人 50円

答え  あQ2
法則…漢字に魚へんを付けると魚の名前になり、ひらがなはその魚の頭文字。
　鱚（きす）　鮒（ふな）　鯉（こい）　鮫（さめ）　鮪（まぐろ）　鯵（あじ）

新規加入
事業所

●㈱宇鷹建設
●公文式 城乾小学校前教室
●日化商事㈱

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

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

並べ替えると綺麗な赤色になる飲み物は何でしょう？

①②が成立するとき、③の答えは何になるでしょう？

Q1

Q2

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
掲載内容及び事業所名（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。

+　=ON1
1
2
1

① +　+　=OFF1
1
1
4
1
4

② +　+　+　=？4
4

3
4

1
2
1
1

③

※事務局までお問合せください。

●小型ワインセラー
　無料希望
●サッカー練習用ラダー
　無料希望

●90cm角型水槽（キャビネット付）
　30年前 約18万円で購入
　取りに来ていただける方無料

譲って
ほしい 譲ります

※クイズ内容の転載禁止

159812_きょうさいニュース2020年11月号_P11
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株式会社 近畿日本ツーリスト関西  姫路支店
〒670-0965 兵庫県姫路市東延末1－1 姫路NKビル9F
TEL：079-288-5681  FAX：079-223-5430  e-mail:himeji@or.knt.co.jp

■お問い合わせ・
　お申込み先

担当：重野・吉田

全国味覚めぐり

旅のプロおすすめの特選おせち・ギフトで

新年を華やかにお迎えください。

お得に
旅行へ行こう！！

ご予約承り期間

※一部除く

GoToトラベル
キャンペーンで

広告を掲載してみませんか！！きょうさいニュースに
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。

〔掲載料〕
〔縦269㎜×横180㎜〕1P 16万円
〔縦131㎜×横180㎜〕1/2P 8万円
〔縦  62㎜×横180㎜〕1/4P 4万円1/4P

1/2P

1P

※サイズの
比較

〔発行部数〕

〔申 込 先〕
当センター（担当 西山まで）

TEL079-293-5670

40,000部
お気軽に

お問い合わせ
ください！

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!

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

公益財団法人 姫路市中小企業共済センター  事務局

TEL（079）293-5670
FAX（079）293-5680

■お問合せ・申込み先

159812_きょうさいニュース2020年11月号_P12


	hyoshi
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	P12

