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●第64回 卓球大会
●第67回 バドミントン大会　他

……………5スポーツ

●いちご狩り（美作農園）
●潮干狩り（的形・新舞子）
●スポニックパーク一宮プール　他

………………6.7チケット

●アクリエひめじ
●神戸国際会館こくさいホール　他

……………………10観　劇

●事業所用感染予防セットの無料配布　
●新規加入事業所　他

……………10.11お知らせ●奨励ツアーの補助増額
●新緑の美山かやぶきの里と
　トロッコ列車から見る保津川の絶景　他

……………………8旅　行

　　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

……………………12広　告

宅配水のあっせん
…………………4

新規契約施設……2.3

指定保養所の補助増額…9

新規会員募集 ……………9

プロ野球 ……………4

2022表紙デザイン 最優秀賞 『My favorite city of Himeji』／太平工材㈱  伊藤 紗那さん（会員家族）

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！

TEL 293-5670  FAX 293-5680お問合せ
お申込み

姫路きょうさい

会員数 39,400名
（2022年3月1日現在）

未加入事業所を
ご紹介ください!

C O N T E N T S

全ページ　　　　　になりまし
た!フルカラー

200471_2022年度きょうさいニュースデザイン
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http://www.ako-yagai.jp/grandome.html 

ご利用ください！
赤穂市立野外活動センター

相生市矢野町瓜生字羅漢口28　TEL.0791-29-0900

淡路市楠本2425-2　☎0799-64-7061

羅漢の里

県立淡路島公園
アニメパーク ニジゲンノモリ

事業所健診

■ワンドリンクサービス

詳しくは9ページをご覧ください♪

電話又はHPより
施設へ直接予約

利用当日、保養所へ
「保養所利用券」を
提出※「姫路きょうさい」の会員である旨をお伝え

ください。
※人気施設のため、週末は予約が取りにくい
場合があります。予めご了承ください。

①契約医療機関へ予約申込
②契約医療機関へ「事業所健診申込書」を提出・受診・支払

人間ドック・脳ドック
①契約医療機関へ予約申込
②共済センターへ「人間ドック・脳ドック・PET検診受診申込書」を提出
　（共済センターから「利用券」を発送）
③契約医療機関へ「利用券」を提出・受診・支払

今年度も『保養所利用特別補助券』
利用で　　　　 1,000円引き！さらに

も引き続きご利用ください♪

会員証提示利用方法 一般料金の10％割引（会員含む最大9名まで）料金 ※飲食と物販は対象外
※料金等は施設HPでご確認ください。

指定保養所

レジャー・遊園 新たなアトラクションが追加されました！新たなアトラクションが追加されました！

公益財団法人 神戸いき
いき勤労財団

との共同事業として実
施

神戸地域に居住又は勤務されている会員様にも、
広くご利用いただけます。

利 用 方 法
今年度も事業所健診

の補助増額！

（通常800円補助）

（通常1,300円補助）

X線間接 1,000円補助

X線直接 1,500円補助

契約医療機関に
神戸地域の医療機関 が 加わりました！

神戸市西区池上2丁目2-4  TEL.078-974-1990
伊川谷病院

事業所健診

事業所健診

事業所健診

対応可

対応可

人間ドック

受診曜日／月～土の午前中
半日ドック （一般料金41,800円）33,600円

脳ドック

脳ドックA （一般料金62,700円）56,700円

受診曜日／金の午前中
脳ドックB （一般料金36,300円）30,300円

神戸市中央区橘通4丁目1-20　TEL.078-351-0505
神戸市医師会 医療センター診療所

対応可 対応可

受診曜日／月～金
半日ドック （一般料金37,400円）29,200円

神戸市兵庫区荒田町2丁目1-12　TEL.078-579-3400
兵庫県健康財団

受診曜日／月～金

半日ドック （一般料金35,860円）24,450円

（一般料金28,600円）19,040円

（五十音順）※検診内容等の詳細は、各医療機関へお問い合わせください。

人間ドック

人間ドック

脳ドック

脳ドック

受診曜日／月～土

半日ドック
（一般料金56,100円）46,800円

（一般料金 69,300円）60,000円

受診曜日／月～土

（一般料金42,900円）33,600円

神戸市兵庫区御崎町1丁目9-1　TEL.078-652-4163
神戸百年記念病院

（一般料金41,800円）半日ドック 33,600円
（一般料金49,500円）1日ドック 41,300円
（一般料金70,400円）

受診曜日／月～金

1泊2日ドック 62,200円

神戸市中央区野崎通4丁目1-2　TEL.078-221-6221
春日野会病院

人間ドック

事業所健診

人間ドック人間ドック

受診曜日／月・火・木・金
半日ドック （一般料金30,000円）21,600円

（一般料金36,300円）
受診曜日／月～金
28,100円

※1泊2日ドックは第1・3・5金曜除く

1 予約後、共済センターへ
「保養所利用申込書」を
ＦＡＸ又は郵送

2 3

コテージ（大）
定員２０名×３棟
　

31,000円
一般料金34,000円

35,000円
一般料金38,000円

27,000円
一般料金30,000円

繁忙期

料　　金 ※基本料

平常期 閑散期

コテージ（小） 
定員６名×７棟
　

12,000円
一般料金14,000円

14,000円
一般料金16,000円

【繁忙期】夏休み７月２１日～８月３１日、４月～１０月の休前日
【平常期】１１月～３月の休前日　【閑散期】繁忙期・平常期以外

●別途使用料 お1人様につき1,300円が必要です。
●ハイシーズン（7月20日～8月31日）は1,000円UP

単位施設名 宿泊定員×棟数

施設名 宿泊定員×棟数

1棟

1棟

宍粟市一宮町東市場1090-3　TEL.0790-72-1331
スポニックパーク一宮

■施設利用券
　(500円分)付

コテージ
定員８名×５棟
　

9,000円
平日 土・日・祝前日

クラブハウス 
定員１３名×１棟
　

9,000円
一般料金11,000円

12,000円
一般料金14,000円

12,000円
一般料金14,000円

単位

1棟

1棟

赤穂市御崎708-1　TEL.0791-45-1067
赤穂御崎グラン・ドームテント

■ワンドリンクサービス
■ワンちゃん同伴プランは＋１，０００円

ドームテント

施設名

6,000円
一般料金
8,000円

8,000円
一般料金
10,000円

10,000円
一般料金
12,000円

8,000円
一般料金
10,000円

通常期平日 通常期週末
料　　金

料　　金

繁忙期平日 繫忙期週末

【繁忙期】GW/夏休み期間

単位

1棟

11,000円
一般料金13,000円

一般料金11,000円

神戸市中央区楠町6丁目11-5　TEL.078-367-7222
神戸循環器クリニック

CTコース

パーソナル

ベーシック 

第1

4月1日より
契約

会員証提示で特別割引
単　品　400円→300円
セット　800円→600円

らかんバーガー

（コーヒー・ヨーグルト・フルーツ・サラダ付き）

TM＆cTOHO
 CO.,LTD.

400円

プール利用券の申込みは6～7ページ参照

プール

一般料金500円

　利用券提出
利用期間：6カ月有効

料　　金 ※1回（2時間）

大人（高校生以上）

250円 一般料金300円小人（中学生以下）

共済センターから
「保養所利用券」を発送（ ) ※料金は施設指定の方法で

　お支払いください。

保養所の利用方法（ドームテント・コテージ等）

NARUTO＆BORUTO 忍里NARUTO＆BORUTO 忍里“ ”クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーククレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク“ ”

https://rakan-furusato.com/

https://www.sponicpark.jp/

http://www.ako-yagai.jp/grandome.html 

ゴジラ迎撃作戦 ドラゴンクエストアイランド
https://nijigennomori.com/

ⓒ 2021 ARMOR PROJECTBIRD STUDIOSQUARE ENIX All Rights Reserved.

※姫路きょうさいの会員である旨をお伝えください。

※姫路きょうさいの会員である旨をお伝えください。

2022_031001中村→031401中村→031501中村→031502野崎→031503野崎→031504野崎→031505野崎→031601野崎→031602野崎→031603野崎→031701中村→031702中村→031701野崎→031702野崎→032201野崎→032202野崎→

201209_きょうさいニュース2022年4月号
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ご利用ください！
赤穂市立野外活動センター

相生市矢野町瓜生字羅漢口28　TEL.0791-29-0900

淡路市楠本2425-2　☎0799-64-7061

羅漢の里

県立淡路島公園
アニメパーク ニジゲンノモリ

事業所健診

■ワンドリンクサービス

詳しくは9ページをご覧ください♪

電話又はHPより
施設へ直接予約

利用当日、保養所へ
「保養所利用券」を
提出※「姫路きょうさい」の会員である旨をお伝え

ください。
※人気施設のため、週末は予約が取りにくい
場合があります。予めご了承ください。

①契約医療機関へ予約申込
②契約医療機関へ「事業所健診申込書」を提出・受診・支払

人間ドック・脳ドック
①契約医療機関へ予約申込
②共済センターへ「人間ドック・脳ドック・PET検診受診申込書」を提出
　（共済センターから「利用券」を発送）
③契約医療機関へ「利用券」を提出・受診・支払

今年度も『保養所利用特別補助券』
利用で　　　　 1,000円引き！さらに

も引き続きご利用ください♪

会員証提示利用方法 一般料金の10％割引（会員含む最大9名まで）料金 ※飲食と物販は対象外
※料金等は施設HPでご確認ください。

指定保養所

レジャー・遊園 新たなアトラクションが追加されました！新たなアトラクションが追加されました！

公益財団法人 神戸いき
いき勤労財団

との共同事業として実
施

神戸地域に居住又は勤務されている会員様にも、
広くご利用いただけます。

利 用 方 法
今年度も事業所健診

の補助増額！

（通常800円補助）

（通常1,300円補助）

X線間接 1,000円補助

X線直接 1,500円補助

契約医療機関に
神戸地域の医療機関 が 加わりました！

神戸市西区池上2丁目2-4  TEL.078-974-1990
伊川谷病院

事業所健診

事業所健診

事業所健診

対応可

対応可

人間ドック

受診曜日／月～土の午前中
半日ドック （一般料金41,800円）33,600円

脳ドック

脳ドックA （一般料金62,700円）56,700円

受診曜日／金の午前中
脳ドックB （一般料金36,300円）30,300円

神戸市中央区橘通4丁目1-20　TEL.078-351-0505
神戸市医師会 医療センター診療所

対応可 対応可

受診曜日／月～金
半日ドック （一般料金37,400円）29,200円

神戸市兵庫区荒田町2丁目1-12　TEL.078-579-3400
兵庫県健康財団

受診曜日／月～金

半日ドック （一般料金35,860円）24,450円

（一般料金28,600円）19,040円

（五十音順）※検診内容等の詳細は、各医療機関へお問い合わせください。

人間ドック

人間ドック

脳ドック

脳ドック

受診曜日／月～土

半日ドック
（一般料金56,100円）46,800円

（一般料金 69,300円）60,000円

受診曜日／月～土

（一般料金42,900円）33,600円

神戸市兵庫区御崎町1丁目9-1　TEL.078-652-4163
神戸百年記念病院

（一般料金41,800円）半日ドック 33,600円
（一般料金49,500円）1日ドック 41,300円
（一般料金70,400円）

受診曜日／月～金

1泊2日ドック 62,200円

神戸市中央区野崎通4丁目1-2　TEL.078-221-6221
春日野会病院

人間ドック

事業所健診

人間ドック人間ドック

受診曜日／月・火・木・金
半日ドック （一般料金30,000円）21,600円

（一般料金36,300円）
受診曜日／月～金
28,100円

※1泊2日ドックは第1・3・5金曜除く

1 予約後、共済センターへ
「保養所利用申込書」を
ＦＡＸ又は郵送

2 3

コテージ（大）
定員２０名×３棟
　

31,000円
一般料金34,000円

35,000円
一般料金38,000円

27,000円
一般料金30,000円

繁忙期

料　　金 ※基本料

平常期 閑散期

コテージ（小） 
定員６名×７棟
　

12,000円
一般料金14,000円

14,000円
一般料金16,000円

【繁忙期】夏休み７月２１日～８月３１日、４月～１０月の休前日
【平常期】１１月～３月の休前日　【閑散期】繁忙期・平常期以外

●別途使用料 お1人様につき1,300円が必要です。
●ハイシーズン（7月20日～8月31日）は1,000円UP

単位施設名 宿泊定員×棟数

施設名 宿泊定員×棟数

1棟

1棟

宍粟市一宮町東市場1090-3　TEL.0790-72-1331
スポニックパーク一宮

■施設利用券
　(500円分)付

コテージ
定員８名×５棟
　

9,000円
平日 土・日・祝前日

クラブハウス 
定員１３名×１棟
　

9,000円
一般料金11,000円

12,000円
一般料金14,000円

12,000円
一般料金14,000円

単位

1棟

1棟

赤穂市御崎708-1　TEL.0791-45-1067
赤穂御崎グラン・ドームテント

■ワンドリンクサービス
■ワンちゃん同伴プランは＋１，０００円

ドームテント

施設名

6,000円
一般料金
8,000円

8,000円
一般料金
10,000円

10,000円
一般料金
12,000円

8,000円
一般料金
10,000円

通常期平日 通常期週末
料　　金

料　　金

繁忙期平日 繫忙期週末

【繁忙期】GW/夏休み期間

単位

1棟

11,000円
一般料金13,000円

一般料金11,000円

神戸市中央区楠町6丁目11-5　TEL.078-367-7222
神戸循環器クリニック

CTコース

パーソナル

ベーシック 

第1

4月1日より
契約

会員証提示で特別割引
単　品　400円→300円
セット　800円→600円

らかんバーガー

（コーヒー・ヨーグルト・フルーツ・サラダ付き）

TM＆cTOHO
 CO.,LTD.

400円

プール利用券の申込みは6～7ページ参照

プール

一般料金500円

　利用券提出
利用期間：6カ月有効

料　　金 ※1回（2時間）

大人（高校生以上）

250円 一般料金300円小人（中学生以下）

共済センターから
「保養所利用券」を発送（ ) ※料金は施設指定の方法で

　お支払いください。

保養所の利用方法（ドームテント・コテージ等）

NARUTO＆BORUTO 忍里NARUTO＆BORUTO 忍里“ ”クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーククレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク“ ”

https://rakan-furusato.com/

https://www.sponicpark.jp/

http://www.ako-yagai.jp/grandome.html 

ゴジラ迎撃作戦 ドラゴンクエストアイランド
https://nijigennomori.com/

ⓒ 2021 ARMOR PROJECTBIRD STUDIOSQUARE ENIX All Rights Reserved.

※姫路きょうさいの会員である旨をお伝えください。

※姫路きょうさいの会員である旨をお伝えください。
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5月のカード
3日（火・祝）、4日（水・祝）、5日（木・祝）

10日（火）、11日（水）、12日（木）

20日（金）、21日（土）、22日（日）

24日（火）、25日（水）、26日（木）

31日（火）、6月1日（水）、6月2日（木）

※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）

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。）

個人購入チケットへの補助

グリーン席
（ネット裏10席）

共済
料金 11,000円（2席分） 外野席

（ライト側中段6席）
共済
料金 3,000円（2席分）

阪 神 戦

※ピンクの試合日はデーゲーム

カード 試合日

共済
料金

共済
料金

オリックス戦
ライブシート
（1塁側2席） 5,400円（2席分） ライブシート

（3塁側2席） 5,400円（2席分）

新型コロナウイルス感染症による座席数制限等により、予定席数をご案内できない場合や異なる席種でのご案内となる場合がありますので、予めご了承ください。

申込締切
4/14
（木）必着

（京セラドーム大阪開催のオリックス主催試合のみ）
補助額 1試合につき

【500円×席数分】
10/14（金）※会員・同居家族利用分のみ

※レギュラーシーズンの1軍戦のみ

請求方法 請求締切
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）

宅配水のあっせん

アクアクララ姫路/齊藤興産㈱
TEL.
079-297-4133

お申込み・お問合せはこちら

アクアクララ姫路で新規契約されると
（事業所利用）

1契約につき ウォーターボトル1本をプレゼント！
（12L 定価1,404円）※既に契約されている事業所は、

　メンテナンス時にプレゼントします。

導入に関する費用等の詳細は、下記までお問合せください。

プレゼントの対象
事業所利用での契約（1事業所につき3契約まで）

プロ野球

埼玉西武ヤクルト

5月のカード

広　　島

巨　　人

楽　　天

17日（火）、18日（水）

カード 試合日

日本ハム

申込方法

料金の支払い

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。）

カード 試合日 カード 試合日

会員個人での契約は、本プレゼントの対象となりません。

年間指定席券のあっせん

事業所
利用限定

他の割引・キャンペーンとも併用
可

ほっともっとフィールド神戸

甲子園球場

「姫路きょうさい」の会員事業所である旨
及び事業所名（コード）をお伝えください。

4月のカード
甲子園 DeNA…5日（火）グリーンのみ、6日（水）、7日（木）  広島…8日（金）  中日…26日（火）、27日（水）、28日（木）

申込みは先着順（TEL293-5670）
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スポーツスポーツ SPORT

（終了未定)『劇場版 呪術廻戦 0』『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』『余命10年』『THE BATMAN -ザ・バットマン-』

『ウェディング・ハイ』『KAPPEI』『SING／シング：ネクストステージ』『映画 おそ松さん』『ナイトメア・アリー』『アンビュランス』

　　　　　『モービウス』　　　　　　『チェリまほ THE MOVIE～30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい～』

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』『とんび』　　　　　　『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』

　　　　　『映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝』『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』『Free！-the Final Stroke-【後編】』

　　　　　『ラジエーションハウス』『ホリック×××HOLiC』

3/18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。

3/18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。

第64回  卓球大会第64回  卓球大会

第67回  バドミントン大会第67回  バドミントン大会

1日～ 8日～

15日～

22日～

29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。

※4DX及び3D上映の場合、追加料金が必要となります。

大人1,400円
（一般料金1,900円）

料 金
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

公式HPはこちらから

5月17日（火）と 　 き

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

募集人数 シングルス（男女混合） 24名（申込多数の場合抽選）

ル ー ル ●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）

参 加 料 会員・同居家族 500円

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。

申込締切
4/14
（木）

18：15～

5月18日（水）と 　 き

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

募集組数 ダブルス 24組（申込多数の場合抽選）

ル ー ル ●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）

参 加 料 会員・同居家族 500円

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。

申込締切
4/14
（木）

18：15～

アースシネマズ姫路4月映画案内
姫路

※利用方法等については、裏面を参照してください。 ※インターネットでの利用不可
映画館の料金改定に伴い、共済料金が変更となりました。

映画
入場引換券映画
入場引換券映画
入場引換券

1,400円1,400円
●アースシネマズ姫路  TEL.287-8800

使用可能な映画館

有効
期間 2022年4月1日～2023年3月31日まで見　本見　本

※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。

201209_きょうさいニュース2022年4月号_P05
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会員会員チケットチケットチケットチケットチケットチケットチケット
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

（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TICKET

5/9（月）～5/31（火）予定
美作農園

※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。

大人（中学生以上） 910円（一般料金1,210円）
小人（2才～小学生） 740円（一般料金　990円）

〈問合せ先〉 TEL.0868-74-3887

大人（中学生以上） 900円（一般料金1,400円）
小人（4才～小学生） 550円（一般料金　800円）
幼児（3 才 以 下） 無料

的　形
4/1（金）～6/30（木）予定

大人（中学生以上） 1,150円（一般料金1,600円）
小人（小　学　生） 　750円（一般料金1,000円）
幼児（3 才 以 上） 　350円（一般料金　500円）

新 舞 子
4/16（土）～6/26（日）予定

※火曜日（GWを除く）は休園

 休憩料込み 

姫路太陽公園・白鳥城

姫路市立美術館好　古　園

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

神戸どうぶつ王国ヨーデルの森

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

いちご狩り

潮 干 狩 り
市内
的形町的形〈 〉 たつの市

御津町黒崎〈 〉

岡山県美作市
奥585-1〈 〉

大人（高校生以上）1,250円
（一般料金1,800円）

小人（小・中学生）　600円
（一般料金  900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）

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　　　 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）

姫路セントラルパーク

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（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

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）

ロープウェイ往復乗車券を含む※未就学児は無料

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）

4月より料金変更となりました。

要予約

ゴールデンウィーク前の最終受付日時
4/28（木）14：30

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。
さらに、ゴールデンウィーク期間中も土・日・祝は
普通郵便の配達がありません。
チケットは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）

（サファリ+遊園地）

201209_きょうさいニュース2022年4月号_P06
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見  本見  本

© 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

© トロル・ポプラ社／ 2022 「映画おしりたんてい」製作委員会
© Troll/POPLAR, 2022
　 "Butt Detective the Movie" Production Committee
© T/P, 2022 BDMC© Benesse Corporation1988-2022／しまじろう© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2021

4月より新規契約しました。

須磨海浜水族園 姫路市立遊漁センター

釣堀センター 水宝 平磯海づり公園 スポーツクラブNAS姫路

イオンスポーツクラブ（リバーシティ内）

スポニックパーク一宮プール 温水プール（中地・香寺） スポーツジム（中地・香寺）

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

スポーツクラブ ルネサンス姫路 駐車場プリペイドカード

ジェフグルメカード こども商品券 姫路城クオカード

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）

※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）

※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

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（高校生以上） 400円（一般料金 500円）
小人（中学生以下） 250円（一般料金 300円）

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）（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）

※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）

※大人のみ使用可

大人（高校生以上）150円
（一般料金200円）

※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

※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

860円（一日体験料2,200円）

（申込多数の場合抽選）

400円（1人2枚まで）

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

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

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

4月より料金変更となりました。須磨海づり公園は現在休園中です。

4/20（水）TELまたはFAXで
〔申込締切〕

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

「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をご覧ください♪

〈宍粟市一宮町東市場1090-3〉

NEW

映画ドラえもん
のび太の宇宙小戦争

2021

映画しまじろう
しまじろうと

キラキラおうこくのおうじさま
SING／シング
ネクストステージ

映画おしりたんてい
シリアーティ

3才～高校生
700円

（当日料金 1,000円）

2才～高校生
800円

（当日料金 1,000円）

3才～高校生
800円

（当日料金 1,000円）

3才～高校生
800円

（当日料金 1,000円）

チビッコ映画
チケットの申込みは共済センターまで！

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

上映中 上映中 上映中 上映中

201209_きょうさいニュース2022年4月号_P07
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神姫観光　姫路支店　TEL.079-224-1501　FAX.079-285-0402　担当/藤本・中島

姫路駅南　　　　春日大社　　　　奈良ホテル（昼食）

　　　ならまち散策　　　　なら和み館（買物）　　　　姫路駅南

姫路駅南　　美山かやぶきの里　　湯の花温泉 渓山閣（昼食）　　トロッコ亀岡駅

　　　嵯峨野トロッコ列車　　　トロッコ嵐山駅　　　嵯峨野の竹林を見ながら嵐山へ　　　嵐山散策　　　姫路駅南

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

7：00 9：45 10：45 11：45 13：00 13：30

13：53 15：30

13：20

17：30頃

行　程

徒歩

徒歩

徒歩

徒歩

バスを定員の半数で利用します！

新緑の美山かやぶきの里とトロッコ列車から見る保津川の絶景

5月15日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選） 会員・同居家族  　13,200円
同 　 伴 　 者  　18,900円

このツアーの
申込みは

美山かやぶきの里美山かやぶきの里 嵯峨野トロッコ列車嵯峨野トロッコ列車

※写真はイメージです。※写真はイメージです。 奈良ホテル奈良ホテル

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。

湯豆腐懐石湯豆腐懐石新緑に包まれた秘境を
ご堪能ください。

新緑に包まれた秘境を
ご堪能ください。

申込締切
4/14
（木）

※最少催行人数20名

8：30 11：00 12：00 12：15 13：30

14：30 15：0014：40 17：30頃

行　程 バスを定員の半数で利用します！

奈良の名門 奈良ホテルでのフレンチとならまち散策

6月12日（日）

取扱旅行社

40名（申込多数の場合抽選） 会員・同居家族  　12,800円
同 　 伴 　 者  　18,300円

このツアーの
申込みは

フレンチコースフレンチコース

申込締切
4/14
（木）

●旅行社及び商品 対象ツアー
左表の各旅行社支店の｢商品名覧｣の泊付ツアーで2023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。
利用方法
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。

注意事項
※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。

手続きは
旅行出発までに！

今年度も補助額アップ！

3,000円割引

会員・同居家族
1人当たり

➡ 割引4,000円割引
対象期間：4月1日～3月31日（帰着）

年間通して利用出来ます。

2022年度

きょうさいツアーは
対象となりません。

旅行社／支店／電話番号 商　　品
三洋旅行 旅サロン山陽百貨店 ☎284-7100 旅倶楽部

JTB

姫路支店 ☎289-2120
ルック（お買得旅は除く）
エース「宿泊を伴うもの」

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

神姫観光 姫路支店 ☎289-0111 神姫バスの旅、LIMON
T－LIFEパートナーズ 姫路支店 ☎223-3900 タビックスワールド
東武トップツアーズ 姫路支店 ☎224-5761 Feel:フィール

日本旅行 姫路支店 ☎281-1360
赤い風船、マッハ、ベストTis姫路支店 ☎225-3493
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慶弔給付金は
出費の多い時に
嬉しい制度だね。

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

TEL

紹介事業所

約　　　　　人

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。

1～5人
6～20人

21～100人
101人以上

2,000円分
5,000円分
10,000円分
20,000円分

ご紹介カードをコピーし、必要事項をご記入のうえ共済センターへFAXしてください。

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

●あなたの事業所名

●事業所名

●所在地

●代表者

●あなたのお名前

●TEL

●業種

●従業員数

ご紹 介カード

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!

2022年4月1日（金）～2023年3月31日（金）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。

1,000円
○○○○

００００円引

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間
備　　考

令和4年  ○  月  ○  日～令和4年  ○  月  ○  日
○○○○○○○○○○○○○○○

参 加 者 ○○　○○　　　　　　 様

000

00

00

保養所○○○○

００００円引

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間
備　　考

令和4年  ○  月  ○  日～令和4年  ○  月  ○  日
○○○○○○○○○○○○○○○

参 加 者 ○○　○○　　　　　　 様

000

00

00

保養所○○○○

００００円引

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間
備　　考

令和4年  ○  月  ○  日～令和4年  ○  月  ○  日
○○○○○○○○○○○○○○○

参 加 者 ○○　○○　　　　　　 様

000

00

00

保養所○○○○

００００円引

○○○○○
○○　○○　 様

利用期間
備　　考

令和4年  ○  月  ○  日～令和4年  ○  月  ○  日
○○○○○○○○○○○○○○○

参 加 者 ○○　○○　　　　　　 様

000

00

00

保養所

保養所特別
利用補助券

補助額

アップ！利用で

指定保養所の補助増額について補助増額

好評につ
き

今年度も
実施！

2,500円大人 補助

2,000円小人

大人

小人 補助

1,500円補助

1,000円補助

+

募集員会規新
新規加入事業所へ

クオカード

を進呈！

×入会者数分
500

ご紹介者へ
クオカード

を進呈！
1,000円分

円分

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!

お知り合いの事業所をご紹介ください!

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!

全国の様々な
施設で

優待特典や割
引がうけれて

嬉しい! きょうさい倶
楽部

もあるよ！

さ
ら
に

さ
ら
に

加入できる事業所

保養所利用券保養所利用券 保養所特別利用補助券保養所特別利用補助券

201209_きょうさいニュース2022年4月号_P09



10

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。

劇場劇場

お知らせお知らせ INFORMATION

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
池辺晋一郎芸術監督シリーズ

音楽をのぞいてみよう！第3回バッハ

オルガンと歌で感じる春
14：00開演4/10（日）

江田雅子江田雅子 三浦紘朗三浦紘朗バッハバッハ 山口綾規山口綾規

（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

13：00開演
17：00開演5/29（日）

（全席指定）※未就学児入場不可（全席指定）※未就学児入場不可

播磨国吹奏楽団 演奏会
はりまのくに

播磨ゆかりのプレーヤーが、
エリック・ミヤシロと贈る“ブラスの神髄”

エリック・ミヤシロエリック・ミヤシロジュニアオーケストラジュニアオーケストラ

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。

（全自由席）
※未就学児入場不可

第25回　姫路ジャズフェスティバル
地元ジャズ・バンド大集合

発売開始
4/7
（木）

発売開始
4/8
（金）

11：00開演5/5（木・祝）

14：00開演7/18（月・祝）

14：00開演7/3（日）
ジャズ三昧の1日を

姫路市ジュニアオーケストラ
第1回定期演奏会

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策  童謡コンサート
～家族のハーモニー Ⅱ～

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団
2022年日本公演

申込締切
4/14
（木）

申込締切
4/14
（木）

※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。 特別興行期間は予約不可。
※当日、劇場にて指定席券と引換えてください。

※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。 特別興行期間は予約不可。
※当日、劇場にて指定席券と引換えてください。

懐かしの洋楽ヒットパレード
第20回 ～あの日ラジオから聞こえてときめいた曲～

5/26（木）14：00開演
名曲の数々とトークを楽しむ
CDコンサート

観劇観劇観劇観劇観劇観劇観劇 THEATER

アクリエひめじ  大ホール アクリエひめじ  中ホール

パルナソスホール

神戸国際会館こくさいホール なんばグランド花月

姫路キャスパホール

よしもと祇園花月

姫路市立灘中学校吹奏楽部
兵庫県立高砂高等学校ジャズバンド部、
Swing Cats、Mega Tone Jazz Orchestra
Sunday Sounds Jazz Orchestra　他計10団体

エリック・ミヤシロ（トランペット）、播磨国吹奏楽団　他

2022年度吹奏楽コンクール課題曲、宝島　他
ドヴォルザーク：交響曲 第8番 ト長調 作品88
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲 第1番 ト短調 作品26　他

700円（一般料金 1,000円）

若きオーケストラが挑む、渾身のプログラム！

山下一史（指揮）、三浦章宏（独奏）、姫路市ジュニアオーケストラ

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

16：00開演6/5（日）

S席 7,400円
（一般料金 8,700円）
※未就学児入場不可

（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！“バッハ”の
名曲を聴きながら楽しいお話とともにお届けします。

白鳥の湖/瀕死の白鳥　他
小作品/マヒシマス

15：00開演6/25（土）

5,700円（一般料金 6,500円）
※3才以上有料。
　3才未満は保護者膝上に限り無料、
　お席が必要な場合はチケット必要。

「夏の思い出」/「紅葉」/
「見上げてごらん夜の星を」/「トルコ行進曲」
※当日変更の可能性があります。

名曲の音符から大作曲家の“すごさ”にせまる！

池辺晋一郎（お話）、渡辺紗蘭(ヴァイオリン)、
北垣彩（チェロ）、長田真実（オルガン・チェンバロ・ピアノ）

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）

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）

（全席指定）※未就学児入場不可

山口綾規（オルガン）、江田雅子（ソプラノ）

瀧廉太郎：花、中田章：早春賦
岡野貞一：朧月夜　他

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）

（全席指定）※未就学児入場不可

三浦紘朗（司会進行）

490円（一般料金 700円）

3,700円（一般料金 4,800円）　 （全席指定）

3,000円（一般料金 3,800円）　 （全席指定）

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。

3月末をもって
契約解除となりました。

※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）

●折りたたみ式歩行補助器

・指定保養所
　グリーンエコー笠形
　ホテルモンテローザ
　リフレッシュパーク市川

・特約指定店
　安楽院

・脳ドック
　姫路中央病院
　※事業所健診、人間ドック等は
　　引き続きご利用ください。

発売中発売中

発売中発売中

契約解除

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

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

譲ります

星光医療器製作所　アルコー1型
屋内使用、きれいな状態 ※2万円程度希望

掲載締切日：毎月10日
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