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（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
2022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

2022年きょうさいガイドブック・ニュース

表紙デザイン
募集！

あなたのイラスト・絵画・工芸などが表紙を飾ります！

広く自由な発想でお寄せください♪

ご家族やお子様の作品もどしどしご応募ください♪

会員及び同居家族
応募資格

謝礼

〒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

応募方法

結果発表

・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

（1点）

（1点）

（3点）

（7点）

（上記以外全員）

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
※入賞12作品は2022年度きょうさいガイドブック・ニュース
　各号の表紙に掲載予定

最優秀賞
優 秀 賞
佳 作
努 力 賞
参 加 賞

テーマ 

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（火）
必 着

2022年きょうさいニュース2月号で発表予定

応募者全員に記念品進呈！応募者全員に記念品進呈！
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まずは登録
!

登録
完了
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姫路きょうさいHPからアクセス

※イメージ※イメージ

（新規入会者は当センター入会月の翌月１日より登録可）

事業所コード（４桁）＋会員コード（４桁）
※各コードが４桁未満の場合は、頭に「０」を足して４桁にしてください。

ログインID（半角数字8桁）

会員様の生年月日の月日（半角数字４桁）
※２回目以降は登録時に変更されたパスワードを入力ください。

きょうさい倶楽部「毎月わくわくプレゼント」も掲載！
ぜひ、登録してご応募ください。

初期パスワード

➡

下記ＩＤ及びパスワードでログインし、
登録のうえご利用ください。

クリック

お取り寄せグルメ

ネット通販

ネット通販

ネット通販

お取り寄せグルメ

お取り寄せグルメ

お取り寄せグルメ

TastyTable FOOD
ＴａｓｔｙＴａｂｌｅＦＯＯＤの｢レ／ＰａｓｔａＳａｕｃｅ｣
は、｢ミシュランガイド｣や｢ＴｈｅＴａｂｅｌｏｇ　
Ａｗａｒｄ｣で受賞した一流レストランのシェ
フらと協力・創作した、ここだけでしか味わ
うことの出来ないパスタソースです。

50％OFF初回限定 20％OFF2回目以降

クーポン対象商品 10％OFF

利用方法：会員専用サイト 申込No. 5065977

薫格ハンバーグ（５個セット）4,320円➡2,160円

会員特別価格

会員特別価格

自転車本体23,100円（税込）以上の商品
購入で使えるクーポンプレゼント 2,000円OFF

便利でおすすめ！
専用アプリ（クラブオフ公式アプリ）
もご利用ください♪

お得な情報が盛りだくさん! 夏をお得に楽しもう！

１２ページも見てね！

スマホ・タブレットは
こちらから⬇

10％OFF全商品

会員特典

格之進オンラインストア
格之進自慢の門崎熟成肉の通販ができるお
店です。生産から一貫管理した門崎熟成肉の
ステーキやハンバーグ、メンチカツなどをお
楽しみいただけます。

利用方法：会員専用サイト 申込No. 5065101

会員特典

カシオ優待販売
人気のＧ‐ＳＨＯＣＫ、Ｂａｂｙ‐Ｇをはじめカ
シオウォッチの幅広いラインナップや電子辞
書、電子ピアノなどを、会員様特別価格でお
求めいただけます。

利用方法：会員専用サイト 申込No. 7009004

会員特典

お買い得ソクホウ
３６５日、毎日がセール！毎日の暮らしに欠か
せないグルメや生活雑貨、中元、歳暮、おせ
ち、ギフト商品まで幅広くラインアップ。
６０％以上ＯＦＦの商品も常時販売！５００点
以上をズラリ取り揃えております。
利用方法：会員専用サイト 申込No. 5000506

会員特典

日本最大級の自転車 専門通販サイト サイマ
２００種類以上の自転車から選べる、日本最
大級の自転車専門通販サイトです。プロの整
備士が組み立て整備した自転車を、ご自宅ま
でお届けします。

他にもたくさんのお得なメニューがあり

ますので、職場やご家族皆さまでぜひ

ご利用ください♪

利用方法：会員専用サイト 申込No. 5034704

会員特典

京のビール
＠TANGO KINGDOM Beer
海の京都京丹後で造るクラフトビール。
丹後伝説の七姫がラベルを飾る艶やかさな
がら、数々のビールコンテスト（累計１０回）
受賞の実力派です。
利用方法：会員専用サイト 申込No. 5051636

会員特典

日本酒通販サイト さくら酒店
｢日本酒の当たり前を変える」を合言葉に、
２０１３年に立ち上げた日本酒専門店です。
全国各地の小さな酒蔵を訪ね、造り手の顔
が見えるこだわりの日本酒だけを揃えまし
た。
利用方法：会員専用サイト 申込No. 5061797

会員特典

※掲載内容は２０２１年８月時点での情報です。

登録方法

知らないともったいない！

おすすめメニュー サービスの詳細は、きょうさい俱楽部専用サイトからご確認ください。

紹介したメニューはほんの一例です。

きょうさい倶楽部のご利用には、初回のみ登録（無料）が必要です。

簡
単
に

登
録
で
き
ま
す
♪
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CULTURE &
　RECREATION

姫路こま製作教室
申込締切
8/26
（木）

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　1,500円（一般料金3,000円）

募集人数 各1名（申込多数の場合抽選）  ※18才以上

（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・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「姫路こま製作教室」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
②13：00～15：00

9月4日（土）と 　 き

木工ろくろの使い方を学びながら、
ミズメザクラを削り、姫路こまを作ります。

整理・収納個人相談会 （衣類編）

①9：15～ ②10：15～ ③11：15～
④13：15～ ⑤14：15～ ⑥15：15～
（相談時間：各30～40分間）

9月19日（日）
9月26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）・
希望日・時間帯・連絡先をお伝えください。

募集人数 各日①～⑥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提出いただきます。

前回好評の“衣類編”を開催！

例えば、片付けや収納の仕方が分からない・タンスに物が多すぎる等
講習では聞けない個人的な相談もＯＫです！

秋冬の衣替えに向けて相談してみませんか‼
申込締切
8/16
（月）

7/19時点では開催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により、中止とする場合があります。

参加料
無料

181034_きょうさいニュース2021年8月号_P4
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外野席（ライト側中段6席）………………………………
グリーン席（ネット裏10席）………………………………〈共済料金〉11,000円（2席分）

〈共済料金〉  3,000円（2席分）

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・席種・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）

都合により、当選者への指定席券送付が遅れる場合があります。
抽選の結果について、お急ぎの方は共済センターまでご確認ください。

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

広　　島

申込締切
8/16
（月）必着

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

新型コロナウイルス感染症による無観客開催や座席数制限等により、
指定席券をご案内できない場合があります。あらかじめご了承ください。

阪神戦（甲子園球場のみ）

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
レギュラーシーズンの1軍戦のチケットに対し、補助（振込み）をおこないます。

オリックス戦（主催試合全て）

プロ野球

9月のカード

募集指定席

スポーツ SPORT

今シーズンは阪神戦とオリックス戦で
対応が異なりますのでご注意ください。

8月のカード 好評につき完売しました。

※赤色の試合日はデーゲーム　※［ 　］は予備日

巨　　人

試合日カード

3日（金）、4日（土）、5日（日）

7日（火）、8日（水）、9日（木）

17日（金）、18日（土）

ヤクルト

試合日カード

19日（日）、［20日（月・祝）］　

28日（火）、29日（水）、30日（木）

中　　日

巨　　人

181034_きょうさいニュース2021年8月号_p05
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旅行 TRAVEL

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

申込みは旅行社へ!

申込みは
旅行社へ！

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。

手続きは
旅行出発までに！

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

神姫バスの旅及びLIMON
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

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）年間通して利用出来ます。

2021年度

旅 行 社 支　　店 商　　品 電話番号

3,000円割引→

4,000円割引

会員・同居家族

下表の各旅行社支店の｢商品名覧｣の泊付ツアーで2022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。

きょうさいツアー
申込締切
8/16
（月）

※最少催行人数20名

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

箸匠せいわ箸匠せいわ

姫路駅南　　　蘇洞門めぐり遊覧船　　　

　　　　海幸苑・若狭フィッシャーマンズワーフ（昼食・買物）　　　　箸匠せいわ　　　　姫路駅南
12：40

8：15 11：15 12：30

14：00 14：20 15：10 18：00頃

行　程

蘇洞門めぐり遊覧船と箸作り体験
そ と も

9月19日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族　  12,900円
同 　 伴 　 者  　16,900円

このツアーの
申込みは

バスを定員の半数で利用します！

箸作り体験

ダイナミックな景観を見ながら
クルージング（約60分）

きょうさいツアーは
対象となりません。

徒歩

徒歩

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

2021_063001野崎→070601野崎→070901野崎→071301野崎→071302野崎→

181034_きょうさいニュース2021年8月号_P06
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©Troll/POPLAR  ©2021東映まんがまつり製作委員会 ©2021『妖怪大戦争』ガーディアンズ©2021 スタジオ地図 ©2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 ©堀越耕平／集英社
「スーパーヒーロー戦記」製作委員会

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映　©2021 テレビ朝日・東映AG・東映

申込締切
8/16
（月）

※最少催行人数20名

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

※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。

姫路駅南　　　　大内農場　　　　ゆめの樹（昼食）　　　　神戸三田プレミアム・アウトレット（買物）　　　　姫路駅南　
8：40 10：00 10：40 11：30 13：00 13：50 16：30 17：45頃

行　程

丹波篠山 黒枝豆収穫体験

9月26日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族  　  7,500円
同 　 伴 　 者  　11,500円

このツアーの
申込みは

バスを定員の半数で利用します！

黒枝豆収穫体験 丹波の味覚御膳

申込締切
8/16
（月）

※最少催行人数20名

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

嵯峨野トロッコ列車嵯峨野トロッコ列車
姫路駅南　　　トロッコ亀岡駅　　　　　　トロッコ嵐山駅

　　　竹林散策　　　　レストラン嵐山（昼食）　　　　清水寺　　　　　　清水寺参道　　　　姫路駅南　
12：00 13：45

7：30 10：00 10：30 10：56

14：15 16：00 18：30頃

行　程

大改修が完了した「清水の舞台」と嵯峨野トロッコ列車

10月3日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族　    9,900円
同 　 伴 　 者  　13,900円

このツアーの
申込みは

バスを定員の半数で利用します！

大改修が完了した「清水の舞台」豆腐料理

徒歩嵯峨野トロッコ列車

徒歩 徒歩 徒歩

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

（終了未定)『名探偵コナン 緋色の弾丸』『キャラクター』『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』『ゴジラvsコング』『七つの大罪 光に呪われし者たち』
　　　　　『ブラック・ウィドウ』『東京リベンジャーズ』『ハニーレモンソーダ』『竜とそばかすの姫』『ジャングル・クルーズ』
　　　　　『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園』
　　　　　『BLACKPINK THE MOVIE』　　　　　 『キネマの神様』『太陽の子』『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールドヒー
ローズミッション』『ワイルド・スピード／ジェット・ブレイク』　　　　　 『フリー・ガイ』『ザ・スーサイド・スクワッド‶極”悪党、集結』『妖怪大戦
争 ガーディアンズ』『映画おしりたんてい／深海のサバイバル！（東映まんがまつり）』　　　　 　『パウ・パトロール ザ・ムービー』『かぐや様は
告らせたい』『孤狼の血 LEVEL2』　　　　　　『アーヤと魔女』『鳩の撃退法』『岬のマヨイガ』『Old』『スペース・プレイヤーズ』

※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。

公開スケジュールが直前で変更となる可能
性があります。営業状況や上映時間等は、
アースシネマズ公式HPでご確認ください。

姫路

※利用方法等につい
ては、裏面を参照し

てください。

映画
入場引換券

映画
入場引換券

映画
入場引換券

有効期間  2022年
3月31日まで

1,300円1,300円1,300円
●アースシネマズ姫

路  TEL.287-8800
使用可能な映画館 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、チケットと引換のうえ入場できます。

インターネット利用不可

アースシネマズ姫路アースシネマズ姫路映画案内映画案内 8月
公式HPはこちらから

3才～中学生
700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
800円

（当日料金 1,000円）

3才～中学生
700円

（当日料金 1,000円）

8/13（金）～
ロードショー

8/6（金）～
ロードショー

8/13（金）～
ロードショー

※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アースシネマズ姫路アースシネマズ姫路チビッコ映画チビッコ映画
竜とそばかすの姫

映画おしりたんてい
スフーレ島のひみつ

深海の
サバイバル！

妖怪大戦争
ガーディアンズ

セイバー＋ゼンカイジャー

スーパーヒーロー戦記
僕のヒーローアカデミア

THE MOVIE
ワールド ヒーローズ ミッション

チケットの申込みは共済センターまで！

上映中 上映中

4日～

27日～

13日～
20日～

6日～

181034_きょうさいニュース2021年8月号_P07
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TICKET

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時間申込可）HP家族・職場の仲間と

2022年3月31日まで有効
（プール・サファリ・遊園地）

新型コロナウイルス感染症の状況により、契約施設の営業時間・休業日等が変更になる場合があります。
事前に各施設のHP等で最新情報を確認のうえ、ご利用をお願いします。

3ヵ月間有効
大人（18 才 以 上）400円

（一般料金 700円）
中人（15才～17才）250円

（一般料金 400円）
小人（小・中学生）200円

（一般料金 300円）

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）

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）

3ヵ月間有効

姫路セントラルパーク姫路セントラルパーク 休憩料込み海　水　浴海　水　浴

須磨海浜水族園須磨海浜水族園神戸どうぶつ王国神戸どうぶつ王国

りんご狩りりんご狩り 鮎狩り鮎狩り栗　拾　い栗　拾　い

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

チケット

要予約

要予約
（お早めに）

ぶどう狩りぶどう狩り

的　形 〈市内的形町的形〉

大人（中学生以上） 400円
　　　　　　　（一般料金 800円）
小人（4才～小学生） 250円
　　　　　　　（一般料金 500円）
幼児（3 才 以 下） 無  料

7/1（木）～8/31（火）予定
新舞子 〈たつの市御津町黒崎〉

大人（中学生以上） 700円
（一般料金1,000円）

小人（小　学　生） 450円
（一般料金　600円）

幼児（3 才 以 上） 300円
（一般料金　400円）

7/17（土）～8/17（火）予定7/22（木・祝）～8/30（月）

〈問合せ先〉TEL.079-428-2133

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〉

〈問合せ先〉TEL.0794-83-3546

8/20（金）～9/中旬予定
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〉

〈予約・問合せ先〉TEL.0868-74-3887

8/21（土）～9/30（木）予定 7/25（日）～9/20（月・祝）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〉

大福
付き

大人（中学生以上） 2,880円（一般料金3,600円）
小　　　学　　　生  1,600円（一般料金2,000円）
幼児（3 才 以 上）　 960円（一般料金1,200円）

予約後にチケットをお申込みください

〈予約・問合せ先〉TEL.079-338-0853

休園日：8/10・11を除く火・水曜日

ゆめさき鮎の郷
〈市内夢前町山之内甲33-1（夢前川）〉

大　人 3,800円
（一般料金4,500円）
小　人 2,300円
（一般料金3,000円）

7/24（土）～9/5（日）予定

〈問合せ先〉TEL.0790-75-3600

原観光りんご園
〈宍粟市波賀町原〉

8/下旬～11/中旬予定

●プール開催期間（予定）

※プール入場規制日にプールを利用する場合は、別途、プール入場券
　（ローソンチケットまたはアソビューで200円で販売）が必要です。
プール入場規制日
7/31,8/1,7,8,9,13,14,15,21,22,28,29

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/上旬～9/下旬予定

2021-063001増田→070601増田→070901増田→070902野崎→071301野崎→071501増田→
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見  本見  本

現在休園中です。

姫路市内の主な加盟店 ガスト、吉野家、モスバーガー、和食さと など

日本の心象　刀剣、風韻、そして海景
7/3（土）～ 9/5（日）予定
大　　 人 800円（一般料金 1,200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）

※加盟店の詳細は、
　ジェフグルメカードHP（https://www.jfcard.co.jp/）でご確認ください。

450円（利用金額500円）
※申込みは1日1回10枚まで

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

利用先

3ヵ月間有効 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（3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

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）

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

大人（高校生以上）1,200円
（一般料金1,500円）

小人（小・中学生）　500円
（一般料金　700円）

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）

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）

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）

3ヵ月間有効 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）

※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

3ヵ月間有効830円（一日体験料2,200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・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）
〔申込締切〕8/20（金）申込みは
TELまたはFAXで

※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

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）

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・姫山駐車場・城の北駐車場・手柄山周辺駐車場

※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

3ヵ月間有効900円（一般料金 1,650円）

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

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）

900円（利用金額1,000円）
※申込みは1日1回10枚まで

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

利用先

「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関西サイクルスポーツセンター

姫路市立遊漁センター姫路市立遊漁センター釣堀センター 水宝釣堀センター 水宝

平磯海づり公園平磯海づり公園 須磨海づり公園須磨海づり公園

姫路市立美術館姫路市立美術館

イオンスポーツクラブ（リバーシティ内）イオンスポーツクラブ（リバーシティ内）

温水プール（中地・香寺）温水プール（中地・香寺）スポーツジム（中地・香寺）スポーツジム（中地・香寺） スポーツクラブ ルネサンス姫路スポーツクラブ ルネサンス姫路

スポーツクラブNASスポーツクラブNAS 駐車場プリペイドカード駐車場プリペイドカード ジェフグルメカードジェフグルメカード

こども商品券こども商品券 姫路城クオカード姫路城クオカード

姫路太陽公園・白鳥城姫路太陽公園・白鳥城

好　古　園好　古　園

ヨーデルの森ヨーデルの森

淡路ワールドパーク ONOKORO淡路ワールドパーク ONOKORO淡路ファームパーク イングランドの丘淡路ファームパーク イングランドの丘

2021-063001増田→
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観劇 THEATER

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。
※アクリエひめじ、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。

（全席指定）※0才から入場可能

料  金
一般 1,400円

（一般料金2,000円）
3才～小学生   700円

（一般料金1,000円）

内  容
クラシックから映画音楽、童謡まで、
どこかで聴いたことのある名曲がたくさん！

親子のためのクラシックコンサート

姫路市文化センターさよなら公演

音楽の絵本～ブリランテ
9/4（土）14：00開演 発売中

ⓒSUPERKIDSⓒSUPERKIDS

男声フォレスタ男声フォレスタチキンガーリックステーキチキンガーリックステーキ

オルガンシリーズVol.9
廣江理枝オルガンリサイタル

～オルガンの色彩～

池辺晋一郎芸術監督シリーズ

音楽をのぞいてみよう！ 第1回 モーツァルト

料  金
一般 1,400円（一般料金 2,000円）
高校生以下   700円（一般料金 1,000円）

9/26（日）14：00開演

（全席指定）※未就学児入場不可

組曲《展覧会の絵》を全曲演奏！

内  容
J.S.バッハ：トリオソナタ第4番 BWV528
ムソルグスキー：組曲《展覧会の絵》　他

出  演
廣江理枝（オルガン）

料  金
一般 700円（一般料金 1,000円）
高校生以下 350円（一般料金　 500円）

9/23（木・祝）14：00開演

（全席指定）※未就学児入場不可

知ればもっと面白く、聴けばもっと楽しくなる！

内  容
池辺晋一郎が作曲家ならではの視点で音楽を大解剖！
“モーツァルト”の名曲を聴きながら
楽しいお話とともにお届けします。

出  演
池辺晋一郎（お話）、向井 悠(ソプラノ)、
石川未央（ヴァイオリン）、山中歩夢（ピアノ）

発売中発売中

廣江理枝廣江理枝モーツァルトモーツァルト

演  目
能 「高砂」　観世芳伸、江崎欽次朗　他
狂言 「末広かり」　茂山千五郎　他
舞囃子 「猩々」　田中章文

新ホールの誕生を播磨が舞台の「高砂」で祝う！

料  金
一般 2,800円（一般料金4,000円）
高校生以下 1,400円（一般料金2,000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

9/18（土）13：00開演
アクリエひめじオープニングシリーズ

姫路藩伝統芸能 能と狂言

発売中

アクリエひめじオープニングシリーズ
姫路キャスパホール開館３０周年記念

「青べか物語 ―関西風味―」

鄭義信作・演出

料  金
一般 2,100円（一般料金 3,000円）
高校生以下 1,050円（一般料金 1,500円）

内  容
演目：青べか物語（原作：山本周五郎）
脚本・演出：鄭義信、作曲・演奏：寺田英一
ゲスト出演： 荒谷清水（南河内万歳一座）
 上瀧昇一郎（空晴）
出演・舞台制作・舞台操作：はりま劇団協議会

10/30（土）14：00開演19：00開演
10/31（日）15：00開演 発売中

鄭義信鄭義信

ⓒWiener Philharmoniker Dieter NaglⓒWiener Philharmoniker Dieter Nagl

アクリエひめじオープニングシリーズ
リッカルド・ムーティ指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

出  演
指揮：田中祐子、演奏：日本センチュリー交響楽団
千姫：小林沙羅、おちょぼ：古瀬まきを
宮本武蔵：井上敏典、本多忠政：池内響　他

オペラ
原作：玉岡かおる
作曲：池辺晋一郎、演出：岩田達宗

姫路城至高のヒロイン「千姫」の新作オペラ！

料  金
S席 4,200円（一般料金 6,000円）
A席 2,800円（一般料金 4,000円）
B席 2,100円（一般料金 3,000円）
C席 1,400円（一般料金 2,000円）
※高校生以下各半額

12/11（土）15：00開演
12/12（日）15：00開演

アクリエひめじオープニングシリーズ

オペラ「千姫」
アクリエひめじオープニングシリーズ

紅白 歌の祭典2021

発売中発売中

河野仁美河野仁美山田直毅山田直毅

出  演
リッカルド・ムーティ（指揮）
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
曲  目
シューベルト：交響曲 第4番 ハ短調 D.417「悲劇的」 他

世界的名門の管弦楽団が登場！

料  金
Ｓ 席 29,600円（一般料金37,000円）
Ａ 席 27,200円（一般料金34,000円）
Ｂ 席 23,200円（一般料金29,000円）
Ｃ 席 19,200円（一般料金24,000円）
Ｄ 席 15,200円（一般料金19,000円）
Ｕ25(D)席　4,800円（一般料金  6,000円）

（全席指定）
※未就学児入場不可

11/5（金）19：00開演

（全席指定）
※未就学児入場不可

出  演
山田直毅（シャンソン・ポップス）
河野仁美（元劇団四季）他

曲  目
虹の彼方に
慕情　他

料  金
S席 2,100円（一般料金 3,000円）
A席 1,400円（一般料金 2,000円）
B席 　700円（一般料金 1,000円）
（全席指定）※未就学児入場不可

11/13（土）14：30開演発売中

桂出丸桂出丸桂雀三郎桂雀三郎

出  演
桂弥壱、桂そうば、桂出丸
桂紅雀、桂雀三郎（出演順）

人気公演が30回目を迎えます！

料  金
1,400円（一般料金2,000円）

（全席指定）
※未就学児入場不可

11/20（土）14：00開演
第30回記念 キャスパ寄席

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

アクリエひめじ  大ホールアクリエひめじ  大ホール

発売開始
8/26
（木）

新型コロナウイルス感染症の状況により、延期や中止となる場合があります。

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

CGS×男声フォレスタ
スペシャルコンサート
9/5（日）16：00開演

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 なんばグランド花月なんばグランド花月

アクリエひめじ  中ホールアクリエひめじ  中ホール

申込締切
8/16
（月）

（全席指定）
※未就学児入場不可
※申込多数の場合抽選

よしもと祇園花月よしもと祇園花月

※特別興行期間は予約できません。
※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。

※特別興行期間は予約できません。
※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 4,800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　①10：00　②13：30
　　　　　③17：00

平　　日　①15：30
土・日・祝　①12：00　②15：30

出演者
チキンガーリックステーキ
川上伸也・前澤弘明・濱田康裕・渡辺敦・長谷川真一
男声フォレスタ
澤田薫・横山慎吾・竹内直紀・塩入功司・大野隆
ピアノ：石川和男
料  金
5,700円
（一般料金6,600円）

2021-070101増田→070601増田→070901増田→
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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

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

※クイズ内容の転載禁止

お知らせ INFORMATION

Ａ. 打水　  Ｂ. 風鈴　  Ｃ. 金魚鉢
Ｄ. 浴衣　  Ｅ. 朝顔　  Ｆ. 向日葵

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

7月号

正解者数　 　714名
応募者数　 1030名

答え
222本

A

Q 次の5つの言葉には、ある共通点があります。

A～Fのうち、同じ共通点を持つのはどれでしょう？

競歩　　月桂樹　　線香花火　　銀河　　宇宙飛行士競歩　　月桂樹　　線香花火　　銀河　　宇宙飛行士

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。

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8/3（火）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。

8/16
（月）

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。

25箱買うとアイスは150本。
その時入っていた引換券25枚のうち24枚を使って
8箱もらうとアイスは48本。
さらに、その時入っていた引換券8枚と最初に残った
1枚の計9枚を使って3箱もらうとアイスは18本。
さらに、その時入っていた引換券3枚を使って
1箱もらうとアイスは6本。合計すると、アイスは222本。

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!

新規加入
事業所 ●㈱シフォンドール　　●㈱ストライブ

※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

2021-063001増田→070901増田→071301増田→071601増田→071602増田→
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受 講 料 無料

対 象 フードビジネスで、おおむね2年以内を目標に創業予定の方または、創業後5年以内の方

定 員 30名（定員になり次第締め切り）

会 場 姫路商工会議所  新館2階201研修室

申込方法 下記までお問合せ頂くか、当所HPからお申込み下さい。

お問合せ 姫路商工会議所 中小企業相談所  TEL（079）223-6557

（全て水曜日・全5日間）
日  時 2021年 9月1日・8日・15日・22日・29日

10時～17時 

｢ひめじ創業塾｣では、創業の“ありたい姿”を描き、未来に繋がる経営を目指します！
経営・財務・販路拡大・人材育成といった、事業に不可欠な経営実務を学び、

事業計画を策定します。また、グループワークを通じて、参加者同士のネットワークづくりにも繋げます。

2021年度 労働環境対策事業 特定創業支援事業

1 2

4

Fitbit Versa 2 Alexa搭載
スマートウォッチ

マイトレックス
ヘッドスパ

あらゆる場面で毎日を輝かせてくれ
る、耐水仕様のスマートウォッチ。

5名様 自宅で始める本格ヘッドスパ。
計算し尽くされた設計で、ヘッドスパ
サロンの技術を再現。

5名様

3

5 7

オムロン
クッションマッサージャ

プレミアム
ソフトセット

コリを感じる部位にあてるだけで、
4つのもみ玉が疲れをほぐしてくれる
クッション型マッサージャです。

5名様

希少なブラウンスイス牛の生乳を使
用したプレミアムソフトのセット。
濃厚な味わいをお楽しみください。

5名様

ラ・フランス＆
りんごジュース

山形県産ラ・フランスとリンゴの
さわやかな甘さの100％ジュースの
セットです。

5名様

6

アソビュー！
体験ギフト 食を知るコース THE HONEY of Sweden

味噌作り、醤油作り、スパイスカレ
ー作りの中から一つ選んで体験頂け
るギフトです。ご自宅で本格的な体
験ギフトをお楽しみいただけます。

5名様 環境大国スウェーデンの自然に咲く様
々な花からミツバチが集めた蜜（百花
蜜）を、スウェーデンの養蜂家たちが、
熱を加えず、時間をかけて、水分をとば
して生成された天然ハチミツ、2020
年12月日本初上陸した品物です。

10名様

イメージ イメージ
イメージ

イメージ

8月末まで応募できる
プレゼント賞品!

きょうさい倶楽部では、家電やグルメ、各種チケットなど様々な賞品が当たる
プレゼント企画を毎月実施中！ 簡単に応募できますので、ぜひご応募ください♪

兵 庫 県 民 限 定

〒670-8510 姫路市北条口2-7 カーニープレイス姫路第2ビル6階 TEL：079-223-3900 FAX：079-223-2333
（時短営業のため弊社大阪支店に転送になる場合がありますが、そのままお話しください。）

株式会社 タビックスジャパン

前売り券購入から旅行予約までの流れ

10,000円以上

8,000円以上10,000円未満

6,000円以上8,000円未満

4,000円以上6,000円未満

5,000円
4,000円
3,000円
2,000円

旅行・宿泊代金（1人泊）

旅行・宿泊代金割引

支援金額

15,000円以上

10,000円以上15,000円未満

2,000円
1,000円

旅行・宿泊代金（1人泊） クーポン金額

クーポン券配布（宿泊のみ）

旅行の予約
ステージⅡ相当以下を条件に開始～

12月31日宿泊分で令和3年10月31日までに
予約完了分のみ

旅
行
が
決
ま
っ
た
ら

前売り宿泊券・旅行券購入
令和3年10月31日まで

Coupon
旅館手配

お客様 お客様

タビックスジャパン タビックスジャパン

1泊2万円の

旅館に

泊まりたい!

県民割宿泊補助券販売中

■お申し込み・お問い合わせは下記にご連絡下さい

10,000円券
10,000円券

※前売り券のため売り切れ次第終了します。

応募にはきょうさい倶楽部
への登録が必要です。
登録方法は　　　　  を
ご参照ください。

3ページ

登録された方の中から へ記念品　　　をプレゼント!（抽選）さらに 1,000円
相当分計400名様

181034_きょうさいニュース2021年8月号_P12
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