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対象の年賀ハガキ ●会員または同居家族宛に届いたもの
●会員事業所宛に届いたもの
※2022年（令和4年）お年玉付年賀ハガキのみ有効
※未使用の年賀ハガキは不可

各組共通・くじ番号下4ケタ

ニンテンドースイッチ
（有機ELモデル） 2名様A

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。
※在庫状況等により、賞品のお届けまでに時間を要する場合があります。　※メーカーや型式が変更になる場合があります。

応募方法
当選ハガキ（原本）・返信用封筒（当選ハガキ返却用）を同封のうえ、事業所名（コードも）・会員名（コードも）・
希望賞品2つ（第1希望・第2希望）・連絡先・賞品の送付先を明記し、下記宛先へ送付してください。
※当選ハガキのコピーは不可。必ず原本を送付してください。
※返信用封筒は、必ず84円切手を貼り、送付先を記載してください。
※ハガキ等に記載された個人情報は、本目的以外には使用いたしません。

1292 2187 7699

〈宛 先〉 〒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 宛

へ希望賞品をプレゼント！合計２０名様
抽選で外れた方へはクオカード（3,000円分）をプレゼント応募多数の場合抽選

当選番号

賞品

000000

で当たる！
の年賀ハガキ

お年玉番号

プレゼント企画お 年 玉

応募締切
2/15
（火）必着

スマートウォッチ
（Fitbit Versa3） 2名様B

自動調理鍋
（象印マホービン EL-KA23）2名様C

トースター
（バルミューダ The Toaster）2名様D

オーブンレンジ
（日立 MRO-F6Y） 2名様E

ヘアードライヤー
（パナソニック ナノケア EH-NA0G）2名様F

コードレスクリーナー
（ダイソン SV10KSLM） 2名様G

姫路地場産品 福袋
（3万円相当の地場産品詰め合わせ）6名様H

当選ハガキをお持ちの方は、●～●の中から
希望賞品2つ(第1希望・第2希望)を選んでご応募ください。

A H
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整理・収納個人相談会

※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。

講師と1対1なので、周りを気にせず相談できます。例えば、クローゼットの
片付けや収納のコツを教えてほしい、以前からの悩み事を解決したい など
春や夏の衣替えに向けて、衣類のお困りごと解消にぜひご参加ください！

申込締切
2/15
（火）

申込締切
2/17
（木）

1/18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

① 9：15～　②10：15～　③11：15～
④13：15～　⑤14：15～　⑥15：15～
（相談時間：各40～45分）

3月20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 ①～⑥各1名（申込多数の場合抽選）

10：00～15：002月26日（土）と 　 き

CULTURE &
　RECREATION

衣類編

まき　　え
伝統的な京蒔絵の技法で
アクセサリーを装飾します。

募集人数 10名（申込多数の場合抽選）

講　　師 武野  恭永さん（京蒔絵師）

申込方法

（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・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「京蒔絵教室」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。

と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館 竹林工房

参 加 料 会員・同居家族  1,000円
（一般料金2,000円）

京蒔絵教室
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第61回 第61回 ソフトボール大会（事業所対抗）
1/18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。

と こ ろ きょうさいスポーツ広場（市内船津町）

抽 選 日 3月9日（水）　9：00～15：00　共済センター事務局にて

各日8チーム（申込多数の場合抽選）
※参加者の密を避けるため、各日8チーム（1グランド使用）とします。

募集チーム数

申込締切
2/28
（月）

と 　 き 4月10日●日 ・17日●日・24日●日 
5月15日●日 ・22日●日・29日●日
6月 5 日●日 ・12日●日   

6月19日●日 予定

スポーツ SPORT

ルール等 ●日程毎に優勝チームを決定するトーナメント方式

　※参加チーム数により、決勝大会を実施しない場合があります。

●女子又は45歳以上の男子が1名以上常時出場
●原則として各事業所1チーム（1事業所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）
●登録は15名以内（同居家族は3名以内）
●雨天の場合延期（延期日程は別途連絡）
●その他注意事項は同封の申込書をご参照ください。

優勝チームは決勝大会へ出場➡

決勝大会
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第32回 第32回 サッカー大会（事業所対抗）
1/18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
2/15
（火）

ルール等 ●8人制（同居家族の出場は8名中1名まで）
●メンバー登録は15名以内
●トーナメント方式（予定）
●試合時間8分ハーフ（予定）
●レガースは必ず着用

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

と こ ろ 姫路市立球技スポーツセンター 球技場（市内花田町加納原田）

募集チーム数 16チーム（申込多数の場合抽選）

と 　 き 3月27日●日 10:00試合開始（予定）

対象施設

申込みは
共済センターまで

●赤穂御崎温泉 かんぽの宿 赤穂（赤穂市御崎）
●置塩温泉 ニューサンピア（姫路市夢前町）
●黒川温泉（朝来市生野町）
●ジェームス山天然温泉 月の湯舟（神戸市垂水区）
●姫路ゆめさき川温泉 夢乃井（姫路市夢前町）
●よふど温泉 極楽湯（朝来市山東町）

対象施設のスタンプを
6個集めると➡

を1枚進呈！

日 帰 り 温 泉 ス タ ン プ 帳

スタンプが押された対象施設の中から

無　料
入湯券
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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
https://www.himeji-kyosai.or.jp （24時間申込可）HP

スマホ・
タブレットは
こちらから

3/23（水）～3/30（水）

ウィンタースポーツウィンタースポーツ

綾部山梅林綾部山梅林アクリエひめじ 1F展示場アクリエひめじ 1F展示場

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）

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

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

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）

神戸どうぶつ王国神戸どうぶつ王国

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）

ヨーデルの森ヨーデルの森

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）

※ココロンカード提示で小中学生は入園料無料

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

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）

淡路ワールドパーク ONOKORO淡路ワールドパーク ONOKORO

〈問合せ先〉 TEL.079-264-1611

六甲山スノーパーク

〈問合せ先〉 TEL.078-891-0366

12/4（土）～3/6（日）予定

※リフト料金・食事代は別途必要です。

大 人（中学生以上）1,350円（一般料金2,200円）
小 人（3才～小学生）　700円（一般料金1,100円）

入園引換券（デイタイム）

◎チケット販売窓口で、入園引換券を入園券と引き換えてください。

※チケット販売は2/4（金）まで

スカイバレイスキー場

姫路大恐竜博

12/25（土）～3/下旬予定 12/29（水）～4/3（日）

〈問合せ先〉 代表：TEL.0796-96-0375　積雪情報：TEL.0796-96-1101
◎リフト券売場（2F）で、利用券をリフト券（食事券付）と引き換えてください。

1日リフト券（食事券付） 3,800円
（一般料金4,700円）

※食事券　平日【1,000円分】　土・日・祝・1/1～1/3【500円分】
※スカイバレイとハイパーボウル東鉢の共通リフト券です。

ハチ・ハチ北スキー場

〈問合せ先〉 ハチ：TEL.079-667-8036　ハチ北：TEL.0796-96-0201

◎リフト券売場で、利用券をICリフト券（食事券付）と引き換えてください。
※ICリフト券保証金として別途500円必要（保証金はリフト券返却時に返金）

1日リフト券（食事券付） 5,300円
（一般料金5,800円）

※食事券　全日【1,000円分】

12/18（土）～3/下旬予定ハチ北

12/11（土）～3/下旬予定ハチ

姫路セントラルパーク アイスパーク

※契約施設の営業日・営業時間等が変更になる場合がありますので、各施設のHP等で最新情報を確認のうえ、ご利用ください。

チケットの
配達日について

2021年10月から、普通郵便の配達日が従来より1日程度繰り下げとなっています。
申込み翌日には届きませんので、日程に余裕を持ってお申込みください。

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）

（アイスパーク+サファリ+遊園地）

※スケート利用の場合、貸靴代300円が別途必要です。

3月31日まで有効

3ヵ月間有効3ヵ月間有効 3ヵ月間有効

3ヵ月間有効3ヵ月間有効 3ヵ月間有効

〈たつの市御津町黒崎〉

大人（高校生以上） 300円（一般料金500円）
小人（小・中学生） 220円（一般料金400円）
幼児 無料

大人（中学生以上）1,000円（一般料金1,500円）
小人（3才～小学生）　600円（一般料金1,000円）

〈問合せ先〉 黒崎梅園組合　TEL.079-322-3551〈問合せ先〉 姫路大恐竜博事務局　TEL.080-2457-7801

2/11（金・祝）～3/21（月・祝）予定

梅
ジュース
付き

梅
ジュース
付き

※チケット販売は3/22（火）まで

2021_122701増田→2022_010501増田→011301増田→012001増田→
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見  本見  本

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

ジェフグルメカードジェフグルメカード

（終了未定） 『劇場版 呪術廻戦 0』『スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム』『コンフィデンスマンJP 英雄編』『真夜中乙女戦争』『Coda コーダ あいのうた』

 『でっかくなっちゃった赤い子犬 僕はクリフォード』『ノイズ』『前科者』『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』

 『大怪獣のあとしまつ』『355』『ゴーストバスターズ アフターライフ』『鹿の王 ユナと約束の旅』『「劇場版Tiger＆Bunny」10周年記念上映』

 『嘘喰い』『ウエスト・サイド・ストーリー』　　　　　 『牛首村』『グッバイ、ドン・グリーズ！』『モービウス』

 『ドリームプラン』　　　　　 『ナイル殺人事件』『シラノ』『ボブという名の猫2 幸せのギフト』

11日～

23日～ 25日～

18日～

4日～

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。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 2月

（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）

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

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）

平磯海づり公園平磯海づり公園

現在休園中です。

須磨海づり公園須磨海づり公園

※大人のみ使用可

大人（高校生以上）150円
（一般料金200円）

スポーツジム（中地・香寺）スポーツジム（中地・香寺）

※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

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）

温水プール（中地・香寺）温水プール（中地・香寺）

※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

830円（一日体験料2,200円）
スポーツクラブNASスポーツクラブNAS

〔申込締切〕2/18（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。
2ヵ月間有効のチケットも販売中！（先着順）

400円（1人2枚まで）

TELまたはFAXで

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）

※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

900円（一般料金 1,650円）
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

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

姫路城クオカード姫路城クオカード

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

駐車場プリペイドカード駐車場プリペイドカード

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）

姫路太陽公園・白鳥城姫路太陽公園・白鳥城 好　古　園好　古　園

姫路市立美術館姫路市立美術館

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）

須磨海浜水族園須磨海浜水族園

900円（利用金額1,000円）
※申込みは1日1回10枚まで

※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

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店舗利用先

こども商品券こども商品券

※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1,900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。

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9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

公式HPはこちらから

6ヵ月間有効3ヵ月間有効

6ヵ月間有効3ヵ月間有効6ヵ月間有効

6ヵ月間有効6ヵ月間有効

3ヵ月間有効

3ヵ月間有効

3ヵ月間有効

3ヵ月間有効

3ヵ月間有効

大人　　　 160円（一般料金210円）
大・高校生　120円（一般料金150円）
中・小学生　  80円（一般料金100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）

「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♪

2021-122701増田→2022-010501増田→010701増田→011201増田→
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姫路駅南　　　神戸ポートミュージアム「水族館アトア」

　　　神戸中華街（昼食）　　　北野工房・北野異人館（散策）　　　明石 魚の棚（買物）　　　姫路駅南　

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 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 ☎225-3493

神姫バスの旅及びLIMON

姫 路 支 店 タビックスワールド ☎223-3900T－LIFEパートナーズ
（旧タビックスジャパン）

旅 行 社 支　　店 商　　品 電話番号

きょうさいツアーは

対象となりません。

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

手続きは
旅行出発までに！

3,000円割引→
1人当たり 4,000円割引会員・

同居家族

左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。
※帰着が4月1日以降の場合は、2022年度の利用となります。

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!

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。きょうさいツアー

事業所名（コード）・会員名（コード）・参加者名・区分・住所・電話番号をお伝えください。申込みは旅行社へ！

※最少催行人数20名

※最少催行人数20名

申込締切
2/15
（火）

申込締切
2/15
（火）

9：00 10：00 11：30

13：00 13：15 15：30 16：00 16：4511：45 17：30頃

行　程

いちご狩り食べ放題と近江牛御膳のご昼食
3月13日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選） 会員・同居家族  　12,700円
同 　 伴 　 者  　16,700円

このツアーの
申込みは

※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。

水族館アトア水族館アトア

神戸中華街神戸中華街

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

バスを定員の半数で利用します！

神戸ポートミュージアム「水族館アトア」と神戸中華街
3月27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

T－LIFEパートナーズ　姫路支店　TEL.079-223-3900　FAX.079-223-2333　担当/山中
※姫路支店が不在の場合は、大阪支店へ転送となります。（旧タビックスジャパン）

バスを定員の半数で利用します！

姫路駅南　　　ラ・コリーナ近江八幡（買物）

　　　近江牛 咲蔵（昼食）　　　いちご園フェリーチェ　　　姫路駅南

8：00 10：50

12：45

12：00

13：45 15：0014：00 17：30頃

行　程

滋賀県の有名お土産スポット滋賀県の有名お土産スポット

いちご狩り(30分食べ放題)いちご狩り(30分食べ放題)近江牛のステーキとせいろ蒸しの御膳近江牛のステーキとせいろ蒸しの御膳

広東料理広東料理

アクアリウムとアートが融合した
新感覚の都市型水族館

アクアリウムとアートが融合した
新感覚の都市型水族館

1月1日より
社名変更

2021_122701野崎→2022_010501野崎→010701野崎→011801野崎→

195744_きょうさいニュース2022年2月号_P08



9

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、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

ザ・ニュースペーパー2022
姫路公演

市川由紀乃コンサート2022

料  金
4,950円
（一般当日料金6,000円）
※未就学児入場不可

オルガンシリーズVol.11

山口綾規＆江田雅子 デュオリサイタル

オルガンと歌で感じる春

14：00開演4/10（日）15：00開演4/2（土）

（全席指定）※未就学児入場不可

曲  目
瀧廉太郎：花
中田章：早春賦
岡野貞一：朧月夜　他

内  容
～社会風刺コント集団～
政治経済、環境社会、ご当地ご近所等
「笑いと風刺」に変える男達。

出  演
山口綾規（オルガン）
江田雅子（ソプラノ）

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）

江田雅子江田雅子

山口綾規山口綾規

14：00開演4/23（土）17：00開演4/9（土）

（全席指定）※申込多数の場合抽選

（全席指定）
※申込多数の場合抽選

料  金
7,200円（一般料金 8,000円）
※未就学児入場不可

（全席指定）※申込多数の場合抽選

料  金
5,200円（一般料金 6,000円）
※未就学児入場不可

申込締切
2/15
（火）

14：00開演4/2（土）
4/3（日）11：00開演15：30開演

（全席指定）

内  容
原作／辻村深月・ポプラ社刊
構成台本・演出／笹部博司
作曲・演出／鈴木あゆこ
編曲・演奏／岡本由加子

出  演
中学生から25歳までの参加者

アクリエひめじオープニングシリーズ
キャスパシアタープロジェクト

「音楽劇 かがみの孤城」

Ｕ－25が挑戦する、新しい演劇のカタチ

料  金
各回 350円
（一般料金 500円）

申込締切
2/15
（火）

申込締切
2/15
（火）

小椋佳
ファイナル・コンサート・ツアー　『余生、もういいかい』

アクリエひめじオープニングシリーズ

ユネスコ無形文化遺産 人形浄瑠璃 文楽

曲  目
解説（あらすじを中心に）
曽根崎心中
　生玉社前の段
　天満屋の段
　澤村龍之介＝振付
　天神森の段

（全席指定）※未就学児入場不可 写真：青木信二写真：青木信二

14：00開演3/20（日）
近松門左衛門の名作を上演！
初めてでも分かりやすい解説と字幕付き

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）

発売中 発売中

発売中

発売中

原田慶太楼原田慶太楼 小曽根真小曽根真

NHK交響楽団NHK交響楽団（全席指定）※未就学児入場不可

出  演
原田慶太楼（指揮）、小曽根真（ピアノ）
NHK交響楽団

曲  目
バーンスタイン：
　「ウェスト・サイド・ストーリー」セレクション
ガーシュウィン：
　ラプソディ・イン・ブルー　他

料  金
S席 好評につき完売
A席 3,500円（一般料金 5,000円）
B席 2,800円（一般料金 4,000円）
※高校生以下各半額

アクリエひめじオープニングシリーズ

N響 姫路公演

17：00開演3/13（日）

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。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。

アクリエひめじ  中ホールアクリエひめじ  中ホール

パルナソスホールパルナソスホール

アクリエひめじ  大ホールアクリエひめじ  大ホール

アクリエひめじ  大ホールアクリエひめじ  大ホール 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

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

NHK交響楽団×小曽根真の
スペシャルコンサート

※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 3,800円） （全席指定）

平　　日 ①12：00　②15：00
土・日・祝 ①12：00　②15：00

内  容
1stアルバム『青春～砂漠の少年～』(1971年)発表から50年
後の2021年、77歳にして最後のコンサートツアーを開催。
2014年『生前葬コンサート』以降、第二の人生「余生」を生き
る小椋佳が、遂に2022年、シンガーとしての活動に終止符を
打つ！ 
2021年にはラストアルバム「もういいかい」をリリース。

内  容
市川由紀乃色に染め上げられた楽曲を生のステージで
堪能ください。
次世代演歌歌手トップランナー「市川由紀乃」の魅力に
乞うご期待！！

2021-122701増田→2022-010701増田→011201増田→011301増田→011801増田→
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お知らせ INFORMATION

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

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

2/15
（火）

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。

※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2/2（水）頃に開設予定

ホームページアドレス
https://www.himeji-kyosai.or.jp/

※クイズ内容の転載禁止

答え 144
1月号

の答えクイズ
A

正解者数  1120名    応募者数  1150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。

Q 4種類のチョコレートをある法則に従って箱詰めしています。
このとき、？に入るのはA～Dのどれでしょう？
4種類のチョコレートをある法則に従って箱詰めしています。
このとき、？に入るのはA～Dのどれでしょう？

リサイクルBOXリサイクルBOX 掲載申込みは電話又はFAXで共済センターまで。　　 掲載締切日：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。

※希望される方は、共済センターまでお問合せください。（先着順）

譲ります 譲ってほしい

ひらがなが十二支を表しており、十二支の順番を数字にし、それらを掛け算すると右の数字になる。
うま（７）×い（１２）＝８４ う（４）×み（６）×とり（１０）＝２４０
い（１２）×み（６）＝７２ い（１２）×い（１２）×ね（１）＝１４４

？？
A B C D

●成人用おむつ
　未開封新品、2019～2021年に購入
　・ライフリー リハビリパンツ5回分 Lサイズ 22枚入り　10袋
　・アテント テープ式 Mサイズ 30枚入り　6袋
　　その他若干あり
　※各袋千円程度希望　袋数・引き渡し方法ご相談可

●ビブス
　スポーツの試合等でユニフォーム上から着用するタイプ
　蛍光色、メッシュ生地、5枚以上のセット希望
　※安価希望

契約施設からのお知らせ

引き続き、事業所健診・人間ドック等をご利用ください。

12月28日（火）より、
施設名及び住所が変更になりました。

※電話番号・FAX番号は変更ありません。
施設名
住　所

変更前　城南多胡病院 → 変更後　城南病院
変更前　本町165 → 変更後　本町231

2022-010501増田→010701増田→011301増田→011401増田→011801増田→011802増田→
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たくさんのご応募ありがとうございました！

My favorite city of Himeji
太平工材㈱
伊藤 紗那さん（会員家族）

ニュース
4月号

ガイドブック
表紙

あっぱれ！ 姫路大名行列
兵庫西農業協同組合
小松 千紗都さん

ニュース
1月号

ガイドブック
裏表紙

雨あがりの城下
光栄産業㈱
守時 啓治さん

ニュース
5月号

だいすきな町 みんなの共済
兵庫西農業協同組合
森 望咲さん（会員家族）

ニュース
6月号

姫路城に行こう！
太平工材㈱
藤田 健三さん

ニュース
7月号

しろまるひめとでかけましょう
グリーン美容室
高野 由貴さん（会員家族）

ニュース
9月号

みんな大好き きょうさい祭り
播磨プレスコート㈱
土師 彩花さん（会員家族）

ニュース
10月号

秋の訪れ
㈱東洋彫刻製作所
坊垣 夏子さん

ニュース
11月号

みんなが幸せになるきょうさい♪
㈱飯田電気
森下 紀子さん

ニュース
12月号

さあみんなで!!「姫路にようこそ!!」
㈱サイプレス・ソリューションズ
北野 実春さん（会員家族）

ニュース
3月号

しろまる姫とかんべえくんの夏休み
㈱稲葉マシナリー
山本 梨絵さん（会員家族）

ニュース
8月号

THE ひめじ
姫菱テクニカ㈱
鵜鷹 文さん（会員家族）

ニュース
2月号

入賞した12作品は、

2022年度のガイドブックや

ニュース各号の表紙を飾ります！

お楽しみに～♪

最優秀賞 優秀賞

佳　作

努力賞

表紙デザイン入賞作品発表!
ガイドブック・ニュース

195744_きょうさいニュース2022年2月号-P11

2022_011201野崎→011301野崎→011701野崎→011801野崎→




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

