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No.378
9
2021

会員数 39,693名
（2021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

2021表紙デザイン 努力賞 『よきまち ひめじ』／㈱東洋彫刻製作所　坊垣 夏子さん

●ぶどう狩り　　●りんご狩り
●栗拾い　　　　●チビッコ映画　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8.9.10チケット

●砂の美術館ととろけるパンケーキ
●世界遺産宮古島 オンラインで
　サトウキビ栽培と黒糖作り体験　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6.7旅　行
CONTENTSCONTENTS

●新規加入事業所　●リサイクルBOX　他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15お知らせ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16広　告

・・・・・・・・・・13表紙デザイン募集

・・・・・・・11.12映画入場引換券
●第18回姫路検定試験 受験料の補助

文化・教養・
レクリエーション・・・・・・・・・・4

●パルナソスホール
●神戸国際会館こくさいホール　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.15観　劇
●第60回 ソフトボール大会
●第9回 フットサル大会
●第63回  卓球大会
●第66回 バドミントン大会　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.3.4スポーツ

きょうさい倶楽部・・・・・・・・・・5
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10月24日●日 ・31日●日 
11月 7 日●日 ・14日●日・21日●日・28日●日
12月 5 日●日 ・12日●日 

事業所対
抗

と 　 き

申込方法 同封の申込書に必要事項を記入の上、共済センターまで郵送またはFAXしてください。

抽 選 日 10月6日（水） 9:00～15:00
（共済センター事務局にて）

ル ー ル ●日程毎に優勝チームを決定するトーナメント方式
　※参加者の密を避けるため、各日8チーム（1グランドのみ使用）とします。
●原則として各事業所1チーム
　(1事業所で2チーム以上になる場合、
　 2事業所以上の合同チームとなる場合等はご相談ください）
●女子又は45歳以上の男子（1名以上）を常時出場
●登録は15名以内（同居家族は3名以内）
●雨天の場合中止
●その他注意事項は同封の申込書をご参照ください。

8/19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。

と こ ろ きょうさいスポーツ広場（市内船津町）

募集チーム数 各日8チーム（申込多数の場合抽選）

スポーツ

第60回第60回 ソフトボール大会

申込締切
9/27
（月）
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と 　 き

と 　 き

と こ ろ

参 加 料

募集人数

ル ー ル

申込方法

と 　 き

と こ ろ

参 加 料

募集組数

ル ー ル

申込方法

ル ー ル

申込方法

と こ ろ 募集チーム数

第9回第9回

第63回第63回

第66回第66回

フットサル大会
8/19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。

申込締切
9/15
（水）

申込締切
9/15
（水）

●1事業所につき1チームまで　●選手登録は1チーム10名以内（同居家族は1名まで 高校生以上）
●試合は予選リーグ（試合時間8分） 決勝及び3位決定戦（試合時間10分）の予定
●サッカースパイクシューズは使用不可　●レガースは必ず着用
●会場への入場は登録選手のみ（応援者は入場不可）

メンバー表（事業所名（コード）・会員名（コード）・参加者名（会員/同居家族の区分）・
チーム代表者・連絡先を明記)を作成のうえ、共済センターへFAXしてください。

ノア・フットサルステージ姫路
（市内八家）

8チーム
（申込多数の場合抽選）

9：30 試合開始予定11月7日（日）

卓球大会
8/19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。

●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
●会場への入場は登録選手のみ（応援者は入場不可）

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。

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）

会員・同居家族 500円

18：15～10月26日（火）

申込締切
9/15
（水）

バドミントン大会
8/19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。

●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　　　 ●会場への入場は登録選手のみ（応援者は入場不可）

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。

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）

会員・同居家族 500円

18：15～10月27日（水）
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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

申込締切
9/15
（水）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）

10月のカード

募集指定席

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。

9月のカード
〔申込みは先着順（TEL.293-5670）〕ヤクルト…7日（火）、8日（水）、9日（木）　中日…17日（金）外野のみ　広島…28日（火）、29日（水）、30日（木）

※ピンクの試合日はデーゲーム　※［ 　］は予備日

試合日カード

1日(金)、2日(土)、3日(日)、[21日(木)]

17日（日）、18日（月）

中　　日

広　　島

試合日カード

19日（火）、20日（水）ヤクルト

プロ野球

CULTURE &
　RECREATION

第18回 姫路検定試験 受験料の補助

利用方法 姫路商工会議所窓口にて、申込時に会員証を提示してください。（その際、会員証をコピーさせていただきます。）
※郵送及びインターネット申込みは不可　　※申込後の会員証提示は不可

対 象 者 会員及び同居家族

試験日程、受験料等の詳細は、16ページの姫路商工会議所広告欄をご覧ください。

補 助 額 ※学生割引、団体割引等との併用可500円1級 300円2級 200円3級

183269_きょうさいニュース2021年9月号_p04



まずは
登録!
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姫路きょうさいHPからアクセス

（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。

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

ネット通販

ネット通販

ネット通販

店頭販売

お取り寄せグルメ

店頭販売

お取り寄せグルメ

靴下屋
糸の１本１本から細部に至る編地にまで神経を
行き届かせた靴下を、「ＭａｄｅｉｎＪａｐａｎ」の
こだわりとともに展開するお店です。

何度でも使える   5％OFFクーポン

利用方法：画面提示クーポンor印刷クーポン
姫路市内の店舗 ピオレ姫路店 イオンモール姫路大津店

申込No. 5065815

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♪

期間限定メニューも多数！お得に上手にお買い物

スマホ・タブレットは
こちらから⬇

7％OFF通常価格商品

5％OFF全商品

5％OFF

会員特典

オンデーズ
オンデーズでは安心して長くお使い頂けるメ
ガネを提供いたします。

利用方法：画面提示クーポン 申込No. 5058914

会員特典

unico（ウニコ） 公式オンラインサイト
"ｕｎｉｃｏ"とは、イタリア語で「たったひとつの」「大切
な」「ユニークな」などの意味を持つ言葉。自分が自分
らしくいられる心地いい空間づくりをコンセプトにオ
リジナルの家具やラグ、カーテン、ベッドリネン＆ファ
ブリック小物、国内外のセレクト雑貨をラインアップ。
利用方法：会員専用サイト 申込No. 5043682

会員特典

ACE／オンラインショップ
人気の「ＰＲＯＴＥＣＡ」を代表する安心品質の国
産スーツケース、ラゲージブランド「ａｃｅ」、その
他エース創業以来のカバン作りのノウハウが詰ま
ったビジネスバッグ、トローリーバッグなど様々な
用途に合わせたコレクションを展開しています。
利用方法：会員専用サイト 申込No. 5058430

会員特典

ネット通販 釣具の通販サイト キャスティング オンラインストア
キャスティングオンラインストアでのご注文が
５％割引になります！全国５１店舗を展開する大
型釣具専門のキャスティング。ルアー・船・磯・堤
防から鮎・渓流まで豊富な品揃え！常時キャス
ティングポイントセール開催中！
利用方法：会員専用サイト 申込No. 5032847

会員特典

ヤマダ電機  Qoo10店

社会貢献型ショッピングサイト クラダシ

お得で楽しいショッピングサイトＱｏｏ１０（キュ
ーテン）に出店している「ヤマダデンキ
Ｑｏｏ１０店」です。Ｑｏｏ１０は、最新トレンドのフ
ァッションから、コスメ、デジタル、食品など豊
富な品揃えを激安価格で取り扱い中。
利用方法：会員専用サイト 申込No. 5066797

キャンペーンコードをご入力で 5％OFF

ＫＵＲＡＤＡＳＨＩは、食品ロス削減への賛同メーカー
より協賛価格で提供を受けた商品を最大９７％
ＯＦＦで消費者（会員）へ販売し、売り上げの一部を
社会貢献団体へと寄付する日本初・最大級の社会
貢献型フードシェアリングプラットフォームです。
利用方法：会員専用サイト 申込No. 5051056

会員特典

エノテカ・オンライン
エノテカ・オンラインのワインは蔵出し直送
が基本。輸入・卸・小売販売を行う輸入元な
らではの確かな品質、1000点以上の品揃え
が自慢のショップです。豊富な品と専門知識
でワイン選びをサポートします。
利用方法：会員専用サイト 申込No. 7011360

会員特典

20％OFFメガネ、サングラス会員特典

※掲載内容は２０２１年９月時点での情報です。

登録方法

知らなきゃもったいない！

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。

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。

15％OFF全商品 ※3足1,100円・セール商品は対象外。

簡単に

登録でき
ます♪

スマホが無くても
使えます！

１６ページには

♪♪
おすすめメニュー

20％OFFクーポン新規登録で 15％OFFクーポン既存会員様
毎月一回

姫路市内の店舗 イオンモール姫路リバーシティー店

183269_きょうさいニュース2021年9月号
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旅行 TRAVEL

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。

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！

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
9/15
（水）

※最少催行人数20名

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

姫路駅南　　　　道の駅あわくらんど　　　　鳥取砂丘

　　　　砂丘会館（昼食）　　　　砂の美術館　　　　大江ノ郷自然牧場　　　　恋山形駅　　　　姫路駅南
11：50 13：00 13：05 14：00

8：30 9：45 10：05 11：00

14：50 16：00 16：40 17：10 18：30頃

行　程

砂の美術館ととろけるパンケーキ

10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　    8,900円
同 　 伴 　 者  　12,900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！

鳥取ふるさと御膳 第13期 チェコ＆スロバキア編 賞味期限10分の極上パンケーキ 映える！恋愛成就！なフォトスポット

きょうさいツアーは
対象となりません。

徒歩

徒歩
砂の美術館砂の美術館 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

2021_080201野崎→080401野崎→080601野崎→080602野崎→081101野崎→081102野崎→081601野崎→
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ZOOMが利用できる環境であるか
お確かめください。

※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

※写真はイメージです。※写真はイメージです。石山寺石山寺

姫路駅南　　　　石山寺　　　　松茸屋魚松（昼食）　　　　三井アウトレットパーク滋賀竜王　　　　姫路駅南
8：00 10：30 11：30 12：00 13：30 14：00 16：00 18：30頃

行　程

宮古島の地理・気候・文化の紹介➡サトウキビについてのおもしろ講座➡サトウキビ苗植付け体験、生かじり体験➡黒糖作り体験
プログラム（約90分）

秋の味覚松茸と近江牛のすき焼きあばれ食い

10月31日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選）
会員・同居家族  　18,000円
同 　 伴 　 者  　22,000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！

名物あばれ食い

申込締切
9/15
（水）

※最少催行人数10名13：00開始

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

※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。

世界遺産宮古島 オンラインでサトウキビ栽培と黒糖作り体験
11月7日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選） 会員・同居家族 　3,500円
同 　 伴 　 者 　6,500円

このツアーの
申込みは

申込締切
9/15
（水）

○○○○

００００円引

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間
備　　考

令和3年  ○  月  ○  日～令和3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

2021年4月1日（木）～2022年3月31日（木）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3年  ○  月  ○  日～令和3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
+

大人 1,500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

2,500円補助
2,000円補助

沖縄宮古島の観光農園で案内している「美味
しく楽しく学べる体験」をご自宅で！
サトウキビ栽培（苗の植付け）から黒糖作りまで
の全工程を、お送りする体験キット＋オンライン
中継で、リアル＆バーチャルに体験できます。

ZOOM使用

※ZOOMを利用するため、使用されるメールアドレスもお知らせください。

183269_きょうさいニュース2021年9月号_P07
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家族・職場の仲間と

チケット
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

2022年3月31日まで有効
（サファリ+遊園地）

日比野克彦展
「明後日のアート」
9/18（土）～11/7（日）予定
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）

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（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）

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

姫路市立美術館姫路市立美術館栗　拾　い栗　拾　いりんご狩りりんご狩り

姫路太陽公園・白鳥城姫路太陽公園・白鳥城 好　古　園好　古　園 姫路セントラルパーク姫路セントラルパーク

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

要予約

ぶどう狩りぶどう狩り

〈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）

〈問合せ先〉TEL.0790-75-3600

原観光りんご園
〈宍粟市波賀町原〉

8/22（日）～11/上旬予定
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/上旬～9/下旬予定

2021-080301増田→081601辻井→081901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、ジョイフル、吉野家、ケンタッキーフライドチキン、
かごの屋、木曽路、ステーキ宮、魚べい、ジョリーパスタ、
モスバーガー、カレーハウスCoCo壱番屋、一風堂、
リンガーハット、サーティワンアイスクリーム　など

※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

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

（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）

※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）

（申込多数の場合抽選）

〔申込締切〕9/17（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、
　ふるさと姫路応援寄付金の
　『世界文化遺産・姫路城の
　保存・継承』への寄付に
　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、
　ふるさと姫路応援寄付金の
　『世界文化遺産・姫路城の
　保存・継承』への寄付に
　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

スーパー、百貨店、おもちゃ屋さん、
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。

姫路市内の
主な加盟店

アカチャンホンポ、トイザらス・ベビーザらス、
イオン、山陽百貨店、キデイランド、ペリカン、
ジョーシン、エディオン　など

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♪

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

ヨーデルの森ヨーデルの森 神戸どうぶつ王国神戸どうぶつ王国 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

須磨海浜水族園須磨海浜水族園 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 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

スポーツジム（中地・香寺）スポーツジム（中地・香寺） 温水プール（中地・香寺）温水プール（中地・香寺） スポーツクラブNAS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）イオンスポーツクラブ（リバーシティ内） 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 駐車場プリペイドカード駐車場プリペイドカード

2021-080301増田→080601野崎→081001増田→
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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

※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

映画券の利用方法について

映画タイトル

○　　○

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間 令和3年  ○  月  ○  日～

000
00

利用券

見本

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

（終了未定)『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』『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』

　　　　『シャン・チー／テン・リングスの伝説』『リョーマ！The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様』『科捜研

の女』『モンタナの目撃者』　　　　 『モンテ・クリスト伯』『鹿の王』　　　　 『「劇場版 Free!-the Final Stroke-」前編』

『マスカレード・ナイト』『レミニセンス』　　　　 『総理の夫』『プリンセス・プリンシパル Crown Handler 第2章』

『Minamata-ミナマタ-』『空白』『クーリエ：最高機密の運び屋』

3日～

20日～

10日～ 17日～

大人と小人で利用方法が異なります

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 チビッコ映画利用券小 人（3才～中学生）

チケットの申込みは共済センターまで！

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
700円（当日料金 1,000円）

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

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

上映中

上映中 上映中

上映中

※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
（ニュース当月号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 9月
公式HPはこちらから

183269_きょうさいニュース2021年9月号_P10

2021-080201野崎→080501野崎→080601野崎→081601野崎→081602野崎→
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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

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！

応募締切

12/28（火）必着

183269_きょうさいニュース2021年9月号_P13
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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。

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。

バロックin姫路
大塚直哉チェンバロリサイタル

料  金
一般 1,750円（一般料金 2,500円）
高校生以下   700円（一般料金 1,000円）

11/23（火・祝）14：00開演

（全席指定）※未就学児入場不可

曲  目
J.S.バッハ：クラヴィーア練習曲集第2巻より
　　　　　イタリア協奏曲、フランス風序曲
モンテヴェルディ：歌劇「オルフェオ」より　他

出  演
大塚直哉（チェンバロ）、ゲスト：藤井雄介（テノール）

大塚直哉大塚直哉

池辺晋一郎池辺晋一郎

篠崎MARO史紀＆姫路市ジュニアオーケストラ

クリスマス・ファンタジー

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）

12/19（日）14：00開演

（全席指定）※未就学児入場不可

N響第1コンサートマスターが来姫

曲  目
L.アンダーソン：クリスマス・フェスティバル
クリスマス・キャロル　他

出  演
篠崎史紀（ヴァイオリン）、姫路市ジュニアオーケストラ 他

篠崎史紀篠崎史紀

発売開始
9/2
（木）

オルガンシリーズVol.10記念
オルガン協奏曲の祭典

料  金
一般 1,050円（一般料金 1,500円）
高校生以下   350円（一般料金　 500円）

2022年

1/23（日）14：00開演

（全席指定）※未就学児入場不可

バッハやヘンデルのコンチェルトを演奏

曲  目
J.S.バッハ：協奏曲 第1番 BWV1052
J.S.バッハ：協奏曲 第2番 BWV1053　他

出  演
長田真実（オルガン）、西本幸弘、ビルマン聡平（ヴァイオリン）、村田恵子（ヴィオラ）
森山涼介（チェロ）、谷口拓史（コントラバス）、大平健介（指揮）

長田真実長田真実

発売開始
9/17
（金）

発売開始
9/16
（木）

発売開始
9/8
（水）

パルナソスホールパルナソスホール

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～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

第2回 シューベルト
池辺晋一郎芸術監督シリーズ 音楽をのぞいてみよう！

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）

2022年

1/30（日）14：00開演

（全席指定）※未就学児入場不可

池辺晋一郎が、作曲家ならではの視点で音楽を大解剖！

内  容
“シューベルト”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）、池内響(バリトン)、北垣彩（チェロ）　他

シューベルトシューベルト

パルナソスホールパルナソスホール

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

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

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！ どちらが勝つか…歌三昧の一日！

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 
Ｄ 席 
Ｕ25(D)席　

（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

発売開始
9/9
（木）

アクリエひめじ  大ホールアクリエひめじ  大ホール

アクリエひめじ  中ホールアクリエひめじ  中ホール姫路キャスパホール姫路キャスパホール

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）
※未就学児入場不可 （全席指定）

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

懐かしの洋楽ヒットパレード
第19回 ～冬の思い出につながるこの曲～

三浦紘朗三浦紘朗

12/9（木）
14：00開演

料  金
490円（一般料金 700円）
（全席指定）※未就学児入場不可

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

S席11日完売
12日残席わずか

完売

2021-080301増田→080601野崎→081601辻井→081602野崎→081801野崎→

183269_きょうさいニュース2021年9月号_P14
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お知らせ INFORMATION

林家たい平林家たい平 三遊亭円楽三遊亭円楽林家木久扇林家木久扇

木久扇・円楽・たい平
三人会

10/17（日）13：30開演 申込締切
9/15
（水）

申込締切
9/15
（水）

（全席指定）
※未就学児入場不可
※申込多数の場合抽選

出演者
林家 木久扇・三遊亭 円楽・林家 たい平　他1名

料  金
4,200円
（一般前売料金5,000円）

倍賞千恵子60周年記念コンサート
with 小六禮次郎

こ   ろく れい　 じ　 ろう

11/3（水・祝）15：00開演

（全席指定）
※未就学児入場不可　※申込多数の場合抽選

料  金
S席　5,700円（一般料金7,000円）

なんばグランド花月なんばグランド花月

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

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

よしもと祇園花月よしもと祇園花月

※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）

平　　日 ①11：00　②14：30
土・日・祝 ①10：00　②13：30　③17：00

※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
3,000円（一般料金 4,200円） （全席指定）

平　　日 ①15：30
土・日・祝 ①12：00　②15：30

内  容
デビュー60周年を迎え、エンターテイナーとして
さらに磨きがかかった倍賞のステージングと、それ
を支え彼女の最高値を引き出す夫で作曲家であ
る小六の魔術をご堪能いただけます。そこから醸
し出されるやさしさ、家族、日本の風景を満喫して
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!新規加入事業所 ●㈱バンブー

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。

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。

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9/2（木）頃に開設予定

9/15
（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。

答え
C.金魚鉢

共通点・・・将棋の駒を表す漢字が入っている。
　競歩　月桂樹　線香花火　銀河　宇宙飛行士

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※クイズ内容の転載禁止

Q 左図の点を結んで正方形をつくります。
この時、大きさの異なる正方形が
最大何種類できるでしょう？

左図の点を結んで正方形をつくります。
この時、大きさの異なる正方形が
最大何種類できるでしょう？

内  容
テレビでお馴染みの人気落語家による夢の競演。
落語の神髄を存分にお楽しみ下さい！

●ヒーター付マッサージ座椅子
　2020年11月に14,800円で購入
　ほぼ未使用　12,000円程度希望

譲ります 譲ってほしい ●硬式木製バット
　大学で使用　無料～1,000円程度希望

の答えクイズ
8月号 A

正解者数　570名    応募者数　631名 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。

※事務局までお問合せください。

2021-080301増田→081001増田→081101増田→081601辻井→081602野崎→081701野崎→081702増田→

183269_きょうさいニュース2021年9月号_P15
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第18回 姫路検定試験 実施要綱 後援　姫路市・姫路市教育委員会
　　　公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー
　　　兵庫県中播磨県民センター

～ 姫路検定試験とは ～　姫路には、世界文化遺産「姫路城」、「書写山圓教寺」や「灘のけんかまつり」などの歴史・文化資源や、播磨灘をはじめとする豊かな自然などの
観光資源が豊富にあります。姫路検定試験は、姫路地域の方々や日本全国・世界各国から姫路を訪れるお客様により満足していただくため、姫路の歴史・文化・産業等に関わ
る知識を深め、『姫路』を再発見するために実施するものです。

日　　程 申込期間　2021年10月 1日（金）～10月29日（金）
試 験 日　2021年12月12日（日）

試験開始時刻 1級：10時～（制限時間100分） 2級：13時30分～（制限時間90分） 3級：10時～（制限時間90分）

受験料(消費税込) 1級：5,500円　2級：3,300円　3級：2,200円

試験会場 姫路商工会議所（姫路市下寺町43番地）
[姫路商工会議所駐車場は有料です]

※学生割引・・・・・小･中･高･大･専門学校（好古学園大学校・生涯学習大学校等も含む）に在学中の場合は50％引！
※団体割引・・・・・5名以上でまとめてお申し込みの場合は50％引！
※再受験割引・・・昨年度（第17回）1級を受験された方で、今年度（第18回）にも1級を受験される場合は50％引！
※3つの割引のうち2つまでは併用が可能！⇒最大で75％割引になります！

姫路商工会議所　総務部　検定担当　TEL 079-223-6558
E-MAIL kentei@himeji-cci.or.jp 　URL https://www.himeji-cci.or.jp/kenteishiken

お問合せ

HPはこちら⬇

すぐに行けなくても「海外旅行に行きたい」そう願っている方も多いはず。

きょうさい倶楽部では、そんな想いの手助けになればと

いつか行きたい『天国に一番近い島』ニューカレドニアからのプレゼントをご用意しました。

さらに きょうさい倶楽部へ登録された方へ記念品 をプレゼント!（抽選）1,000円
相当分

第2回締切は9/30㈭です！ 登録がまだの方はお早めに～♪

ことりっぷ「旅するジュエリー」

ニューカレドニア
～波のきらめき～

ブレスレット

製作：株式会社坂本貴金属gem palette
素材：K10YG（ハニーゴールド加工）
天然石：サファイア、ブルートパーズ、ダイヤモンド
大きさ：19㎝（フリーアジャスター）、ことりチャーム（6㎜）

宝石の配置や、ハニーゴールド色の金の
特殊なグラデーション加工で、波のきら
めきを表現。ことりチャーム、ミニトラ
ベルジュエリーボックス付き。

天使の海老
1㎏

ビーチバック（A3サイズ）
ビーチサンダル
カグーぬいぐるみ「カグーグ」

観光局
オリジナルグッズ

利用方法 会員専用サイト 申込No 5063752 応募締切 10/31（日）
応募にはきょうさい俱楽部への登録が必要です。登録方法は 5ページ をご参照ください。

名様
1 名様

3

名様
6

フランス本国で
｢QUALICERT」の
認定を取得!

ⓒTOKO / NCTPS

2021きょうさいガイドブック83ページ掲載の協力医療機関以外で
ご協力いただける医療機関（会員事業所）がありましたら、
 9/13（月）までに共済センターまで連絡をお願いします。

今年も10月～12月に インフルエンザ予防接種補助事業をおこないます。

TEL.079-293-5670  FAX.079-293-5680
E-mail: kyosai@himeji-kyosai.or.jp公益財団法人 姫路市中小企業共済センター問い合わせ先

インフルエンザ予防接種補助事業 協力医療機関募集！

※簡単なアンケートへの
　回答が必要です。

共済センター補助有り。詳細は4ページをご覧ください。
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