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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

お問合せ
お申込み

TEL

293-5670 FAX 293-5680

受付時間

他

8:35〜17:20 ※土日祝・年末年始を除く

姫路きょうさい

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！

未加入事業所を
ご紹介ください!
会員数 39,536名
（2022年5月1日現在）
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大好評のため
今年も開催!
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全41種類！特別価格でお楽しみください☆
申込方法

同封の専用申込書に必要事項を記入のうえ、
下記番号へＦＡＸしてください。

FAX 052-821-8331

申込締切
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24 金

商品の
お届け時期

申込受付後約10日〜2週間前後

支払方法

商品到着後2週間以内に、
商品同封の振込用紙（コンビニ専用）にてお支払いください。

※合計金額4,500円未満の場合、別途送料660円が必要です。

商品に関する
問い合わせ先
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ユニオンサービス

（株）

TEL 052-824-4151

（平日8:45〜17:20）

6月1日より契約 ご利用ください！

青山スポーツガーデン
姫 路市青山西5丁目8 -1

TEL.079 -267- 0501

http://www.aoyama-sg.com/
ボウリング
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ゲーム

般

基本料金（円）

共済料金

一般料金

1 ゲーム

650

700

2 ゲーム目

550

3 ゲーム以降

450

ゲーム

18歳以下

一般料金

1 ゲーム

550

600

600

2 ゲーム目

450

500

500

3 ゲーム以降

350

400

一般料金

1 ゲーム

550

600

2 ゲーム目

450

3 ゲーム以降

350

ゲーム

65歳以上

共済料金

共済料金

ゲーム

6歳以下

共済料金

一般料金

1 ゲーム

450

500

500

2 ゲーム目

350

400

400

3 ゲーム以降

300

300

阪 神 戦 甲子園球場
グリーン席 共済
カード
広

島

巨

人

料金

11,000円

試合日

（2席分）

カード

5日（火）、 6日（水）、 7日（木）

延長（30分毎）

1
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共済 太郎

料金（円）

60分

※1台あたり

共済料金

一般料金

450

500

共済料金

一般料金

200

250

※特 別 期 間 料 金は別 途 案 内

中

日

外野席

試合日

15日（金）、16日（土）、17日（日）

共済
料金

3,000円

（2席分）

カード
ヤクルト

試合日

29日（金）、30日（土）、31日（日）

12日（火）、13日（水）、14日（木） D e N A 22日（金）、23日（土）、24日（日）

5,400

ロ ッ テ

卓球

（ライト側中段6席）

7月のカード

オリックス戦 ほっともっとフィールド神戸
ライブシート 共済
円（2席分）
料金
（1塁側2席）
カード

会員・同居家族
合わせて
最大6名まで割引可

年間指定席券のあっせん

プロ野球
（ネット裏10席）

会 員 証 提示

※団体予約でも割引できます。

7月のカード

共済
料金

5,400円

（2席分）

個人購入チケットへの補助（京セラドーム大阪開催のオリックス主催試合のみ）

試合日

9日（土）、10日（日）

ライブシート

（3塁側2席）

補助額

1試合につき

【500円×席数分】
※紫色の試合は
薄暮試合

※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。

10/14（金）

（請求用紙は共済センター HPよりダウンロード）

申込方法
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。）

6/

※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）

（水）必着

申込締切

15

「 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。
料金の支払い 料金は試合後、
（試合が雨天等で中止の場合、入場券は無効となります。）

6月のカード

申込みは先着順（TEL293-5670） ※下記以外の日程が追加される場合があります。

甲子園 DeNA…17（金）、18（土）外野のみ、19（日）外野のみ

中日…24（金）、26（日）外野のみ

ほっともっとフィールド神戸 楽天…29（水）

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。
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利用に関して

レジャー・遊園・スポーツ

※割引適用人数制限・別途料金の発生・季
節により料金変更する施設があります。
きょうさいガイドブック及び各施設の
HP等を確認のうえご利用ください。
※料金が変更される場合がありますので
ご注意ください。

協定割引利用券提出

※必要な方は共済センターへ
HP・電話・FAXで
申請ください。

会員・同居家族共

姫路城
大人（18歳以上）

姫路市立水族館

80０円（一般料金 1,0００円）

小人(小･中･高校生） 24０円（一般料金

姫路科学館

大

小・中学生

3００円）

160円（一般料金

520円）
210円）

兵庫県立フラワーセンター

特別展
観覧料20％引き

プラネタリウム

常設展示

人（高校生以上）410円（一般料金

大

一 般 410円（一般料金 520円） 一 般 410円（一般料金 520円）
小中高生 １６０円（一般料金 210円） 小中高生 １６０円（一般料金 210円）

人

400円（一般料金 500円）
※高校生以下は無料

会員証提示
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共済 太郎

会員・同居家族共

姫路市立手柄山温室植物園
大

人

170円
（一般料金

210円）

小人（６歳〜中学生） ５０円
（一般料金

１００円）

日本玩具博物館
大

人

５４０円（一般料金 ６００円）

大学・高校生

３６０円（一般料金 ４００円）

姫路文学館
大

姫路市書写の里・美術工芸館

人 240円（一般料金

310円）

大

人 250円（一般料金

310円）

大学・高校生 160円（一般料金

210円）

大学・高校生 160円（一般料金

210円）

中学・小学生 80円（一般料金

100円）

中学・小学生 40円（一般料金

50円）

神戸市立須磨離宮公園

神戸市立森林植物園

大人（15歳以上） 320円

大人（15歳以上） 240円

（一般料金 400円）

小人（小・中学生） 160円

小人（4歳以上）
１８０円（一般料金 ２００円）

（一般料金 200円）

（一般料金 300円）

小人（小・中学生） 120円
（一般料金 150円）

フォレストアドベンチャー・朝来

あいな里山公園

神戸市立相楽園

大人（18歳以上）

大人（15歳以上）
450円
シルバー（65歳以上） 210円
中学生以下
無料

大人（15歳以上） 240円

3,700円

（一般料金 4,000円）

小人（小学4年〜17歳） 3,500円
（一般料金 3,800円）

のじまスコーラ・オーシャンテラス
ミエレ・クラフトサーカス
一般料金の10％割引

会員含む最大9名まで

◎のじまスコーラはマルシェ、のじま動物園等一部対象外
◎ミエレは物販対象外
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特別企画展
観覧料20％引き

特典

有料入園者につき玄米１合プレゼント

県立淡路島公園

アニメパークニジゲンノモリ
NARUTO＆BORUTO 忍里 ドラゴンクエスト アイランド
クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク ゴジラ迎撃作戦

一般料金の10％割引
会員含む最大9名まで

◎飲食と物販は対象外

（一般料金 300円）

小人（小・中学生） 120円
（一般料金 150円）

HELLO KITTY SMILE
HELLO KITTY SHOW BOX
一般料金の10％割引

会員含む最大9名まで

◎HELLO KITTY SMILEは入場料のみ割引
◎HELLO KITTY SHOW BOXはショップでの利用は適用外

ニッケ乗馬クラブ クレイン加古川

姫路ゆめさき川温泉 夢乃井

完全
予約制

乗馬体験1回コース（30分） 3,510円

大人（中学生以上） 1,100円

乗馬体験1回コース（45分） 4,610円

小人（3歳〜小学生） 550円

◎別途、装具レンタル料1,650円及び保険料210円が必要です。

会員1名につき会員を含め5名まで割引可

（一般料金

（一般料金 5,710円）

姫路の日帰り温泉 ゆたりん

入浴料

小人（小 学

プール付

（一般料金650円）

生） 310円

（一般料金310円）

会員1名につき会員を含め5名まで割引可

姫路キヤッスルグランヴィリオホテル

ホテルサンシャイン青山

白

1,500円以上のご注文で
1ドリンクサービス

鷺

ジェームス山天然温泉 月の湯舟

大人（中学生以上）600円（一般料金 700円）
小人（４歳〜小学生）450円（一般料金 500円）
大人（中学生以上）900円（一般料金1,000円）
小人（４歳〜小学生）550円（一般料金 600円）

会員1名につき会員を含め2名まで割引可

館内着貸出

（一般料金700円）

825円）

置塩温泉 ニューサンピア

大人（中学生以上） 600円

華楽の湯

大人（高校生以上）500円

（一般料金 1,650円）

（一般料金 4,610円）

※乳幼児無料

姫路市休養センター 香寺荘

平 日
土日祝

6月より料金変更となりました

結婚相談所

ご法要プラン 36,300円

無料サービス

入会金

（税抜33,000円）

人
人

270円（一般料金
180円（一般料金

（一般料金 11,000円）

200円）

※サマーカーニバル開催日（8月13日）は、特別料金になります。

セルフ料金（3〜4B）

◎料金表はKGUの振興基金を
含んだ料金です。

平 日 6,100円（一般料金

6,500円）

土・祝 10,530円（一般料金 11,530円）
日

11,530円（一般料金 12,530円）

龍野クラシックゴルフ倶楽部
セルフ料金（3〜4B）

◎消費税・利用税・振興基金を
含みます。

平 日 6,680円（一般料金

6,980円）

土・祝 12,530円（一般料金 13,530円）
日

13,530円（一般料金 14,530円）

姫路シーサイドゴルフコース
平

日 5,950円+限定食事券付
（一般料金 6,450円）

土・日・祝 9,200円+限定食事券付
（一般料金 9,700円）
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原不動滝観光組合

オートサイト
3，
3０0円（一般料金 3，5０0円）
普通サイト
2，
3００円（一般料金 2，5００円）
コテージ（バーベキュ棟付）１棟（12人用） 23，
000円（一般料金25，000円）
4月〜11月
１棟（5〜6人用）15，
000円（一般料金17，000円）
キャンプ場（1サイト1泊）

300円）

青山ゴルフクラブ

16,500円

（一般料金 33,000円）

別途登録料・活動費等が必要です。

会員は会員証提示
同居家族は協定割引利用券提出
大
小

結糸 −ゆいと−

月会費（初回） 5,500円

祭壇使用料・仏具一式・読経室料・僧侶
ご接待が含まれています ※僧侶手配料は別途
特典 法要会場ご利用時ウエルカムドリンクサービス

ユニトピアささやま

大人（中学生以上） 700円（一般料金800円）
小人（4才〜小学生） 300円（一般料金400円）
大人（中学生以上） 800円（一般料金900円）
小人（4才〜小学生） 350円（一般料金450円）

1ラウンド利用料金
※2バッグの場合、1,300円
割増（5月、11月、12月の
土日祝）
※キャディ付は
3,300円割増
※季節によって変更があり
ますので、お問い合わせ
ください。

1ラウンド利用料金
※2バッグの場合、1,200円
割増
※月曜・金曜感謝デー、限
定 優 待日、特 別 料 金 期
間は一般料金と同じに
なります。
※季節によって変更があり
ますので、お問い合わせ
ください。

1ラウンド利用料金
※全日食事補助券付き
※1月、
2月と7月、
8月の平日
のみ、一般料金から1,000
円引きになります。
※特別感謝デー、特別営業、
シニアの日等特別料金設
定日は一般料金と同じに
なります。
※季節によって変更がありま
すので、お問い合わせくだ
さい。

旭国際姫路ゴルフ倶楽部

1ラウンド利用料金

千草カントリークラブ

1ラウンド利用料金

※キャディー付は3,240円
の割増
※火曜日は
完全セルフデー 5,000円
平
日 6,400円+食事券1,000円付
※季節によって変更があり
（一般料金 6,900円）
ますのでお問い合わせ
ください。
土・日・祝 11,000円+食事券1,000円付 ※3組以上でコンペ特典
（一般料金 13,900円）
あり。

セルフ料金

※セルフプレー 昼食
補助券 1,100円付
5,200円（一般料金 6,770円） ※土日祝、2B割増
8,450円（一般料金 11,350円） 2,200円

4月10日〜6月30日・9月1日〜11月30日

平
日
土・日・祝

7月・8月

平
日 5,400円（一般料金
土・日・祝 8,650円（一般料金

7,280円）
12,370円）

ニッケ ゴルフ倶楽部 姫路センター
入場無料

①来場時、貸しボール１０球サービス
（但し、
お一人様1日1回限り）
②ブリヂストン ゴルフ アカデミー
入会金 半額 4,050円（一般料金 8,100円）
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チケット

申込方法

※土日祝・年末年始を除く

①申込み

会員

TICKET

チケットの
配達日について

【受付時間】
8：35〜17：20

共済
センター

②チケット・納付書を事業所に送付

（079）
293-5670

（079）293-5680

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。

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

スマホ・
タブレットは
こちらから

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。

鮎狩り

〉
ゆめさき鮎の郷〈 市内夢前町山之内甲33-1
（夢前川）
6/25
（土）
〜9/4
（日）
予定
要予約

（お早めに）

大
小

三 井 住 友 銀 行・姫 路 信 用 金 庫 の 窓 口
でのお支払いの場合、手 数料はかかり
ません。
ATMでのお支払いは、
会員様名でお願いします。
(手数料は会員様負担)

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

〈予約・問合せ先〉TEL.079-338-0853

【おばた自然の里】今シーズンは休業となりました。

的

潮 干 狩り

休 憩 料 込み

新 舞 子〈 たつの市
御津町黒崎 〉

形〈 市内
的形町的形 〉

4/16
（土）
〜6/26
（日）
予定

4/1
（金）
〜6/30
（木）
予定

※火曜日（GWを除く）は休園

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

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）

姫路市立遊漁センター

平磯海づり公園

釣堀センター 水宝

大人（16 才 以 上）620円

大人（16 才 以 上）700円

小人（5才〜15才）310円

小人（6才〜15才）450円

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）

（一般料金830円）
（一般料金520円）

（一般料金1,000円）

（一般料金 600円）

（入場料＋渡船料込み）

須磨海づり公園は現在休園中です。

〈問合せ先〉TEL.079-327-1243

淡路ファームパーク イングランドの丘

淡路ワールドパーク ONOKORO

須磨海浜水族園

大人（高 校 生 以 上）400円

大人（中 学 生 以 上）500円

大人（18 才 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

中人（15才〜17才）250円

（一般料金 700円）

小人（小・中 学 生）200円

小人（3才〜小学生）250円

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

神戸どうぶつ王国

大人（高校生以上）1,250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）

（一般料金1,800円）

小人（小・中 学 生） 600円

（一般料金 900円）

ロープウェイ往復乗車券を含む ※未就学児は無料

4月より料金変更となりました。

（一般料金 700円）

（一般料金1,400円）

（一般料金 400円）
（一般料金 300円）

関西サイクルスポーツセンター
大

人（中 学 生 以 上）500円

小

人（3才〜小学生）300円

（一般料金 800円）
（一般料金 500円）

シルバー（60 才 以 上）300円

（一般料金 400円）

※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。

6

好

古

園

姫路太陽公園・白鳥城

大人（18才以上） 180円

大人（高校生以上）1,200円

小・中学生・高校生

小人（小・中 学 生） 500円

（一般料金310円）

（一般料金1,500円）

90円

（一般料金150円）

（一般料金

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）

大人（高 校 生 以 上）400円（一般料金 500円）
小人（0才〜中学生）250円（一般料金 300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

〔申込締切〕
TELまたはFAXで

20（月）

6/

（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。

姫路城クオカード

小人（3才〜中学生）100円

（一般料金120円）

※大人のみ使用可

※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

駐車場プリペイドカード

こども商品券

〈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

400円（1人2枚まで）

温水プール（中地・香寺）
（一般料金250円）

900円（利用金額1,000円）
※申込みは1日1回10枚まで

480円（希望小売価格530円）

※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

（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

ジェフグルメカード
450円（利用金額500円）

※申込みは1日1回
10枚まで

利用先

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

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

（一般料金2,000円）

イオンスポーツクラブ（リバーシティ内）

2ヵ月間有効のチケットも販売中！
（先着順）

大人（高 校 生 以 上）200円

2,200円券：1,800円

4月より新規契約しました。

4月より料金変更となりました。

（一般料金200円）

（一般料金4,000円）

80円（一般料金100円）

小人（4 才 以 上）350円

860円（一日体験料2,200円）

大人（高 校 生 以 上）150円

4,500円券：3,600円

中・小学生

〈宍粟市一宮町東市場1090-3〉

スポーツクラブ ルネサンス姫路 スポーツクラブNAS姫路

スポーツジム（中地・香寺）

大・高校生 120円（一般料金150円）

大人（中学生以上）800円

（一般料金 500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

160円（一般料金210円）

W
NE スポニックパーク一宮プール

（一般料金1,000円）

900円（一般料金 1,650円）

大人

ヨーデルの森

姫路セントラルパーク
（サファリ+遊園地）

700円）

姫路市立美術館

見 本

姫路市内の アカチャンホンポ、トイザらス・ベビーザらス、イオン、
主な加盟店 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

姫路市内の 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、
主な加盟店 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、
トイカードHP（https://toycard.jp/）でご確認ください。

※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。

「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 P4〜5 をご覧ください♪

映画案内 6月
料金

大人1,400円

（一般料金1,900円）

※4DX及び3D上映の場合、追加料金が必要となります。

アースシネマズ姫路

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
※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

映

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。

画入場引換 券

公式HPはこちらから

1,400円
有効
期間

見

本

2022年4月1日〜2023年3月31日まで
使用可能な映画館

●アースシネマズ姫路

TEL.287‑8800

※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。

（終了未定)『ラジエーションハウス』
『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』
『シン・ウルトラマン』
『 五等分の花嫁』
『 大河への道』
『ハケンアニメ』
『 鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー』
『トップガン マーヴェリック』
『 犬王』
『 太陽とボレロ』
『 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』
『 極主夫道 ザ・シネマ』
3日〜 『東京2020オリンピック SIDE:A』
『 はい、泳げません』
10日〜 『劇場版「からかい上手の高木さん」』

11日〜 『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』

『 恋は光』
『 峠 最後のサムライ』
『 映画 妖怪シェアハウスー白馬の王子様じゃないん怪ー』
17日〜 『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』
『 鋼の錬金術師 完結編 最後の錬成』
『 ザ・ロストシティ』
『 ベイビー・ブローカー』
24日〜 『東京2020オリンピック SIDE:B』
『それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ〜るカーニバル』
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旅行 TRAVEL
2022年度

神姫観光

日本旅行
三洋旅行
JTB

会員

（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。

会員・同居家族

3,000円割引 ➡

年間通して利用出来ます。

対象ツアー

商

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。
手続きは

品

☎289-0111 神姫バスの旅、LIMON

姫路支店

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。

☎224-5761 Feel:フィール

姫路支店

☎281-1360

Tis姫路支店

☎225-3493

姫路支店

☎289-2120

赤い風船、マッハ、ベスト

注意事項

旅サロン山陽百貨店 ☎284-7100 旅倶楽部
姫路みゆき通り店 ☎224-7800 ルック（お買得旅は除く）
イオンモール姫路リバーシティー店 ☎231-2324 エース「宿泊を伴うもの」

イオンモール姫路大津店 ☎230-0540

※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
申込みは旅行社へ！

に！
旅行出発まで

利用方法

☎223-3900 タビックスワールド

姫路支店

4,000円割引

対象期間：4月1日〜3月31日（帰着）

きょうさいツアーは
対象となりません。
姫路支店

申込みは
旅行社へ !

②案内書等送付
（注）

1人当たり

旅行社／支店／電話番号

東武トップツアーズ

旅行社

①申込み

今年度も補助額アップ！

●旅行社及び商品
T−LIFEパートナーズ

申込方法

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。

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。

メロン狩りと久美浜温泉で海鮮のご昼食

7 月10日（日）

40名（申込多数の場合抽選）
12,000円
17,200円

15

6/

バスを定員の半数で利用します！

8 ：30出発

※最少催行人数20名

会員・同居家族
同
伴
者

行程

申込締切
（水）

JR姫路駅南

9 ：40〜10：10 海鮮せんべい但馬（買物・休憩）
11：30〜11：50 メロン農園（メロン1玉を収穫）

収穫したメロンはお土産としてお持ち帰り

12：00〜14：00 久美浜温泉湯元館（昼食・メロン30分食べ放題・入浴）
14：20〜14：50 かに一番（買物）
※写真はイメージです。

このツアーの
申込みは

久美浜温泉

取扱旅行社 神姫観光

※写真はイメージです。

17：00頃着

JR姫路駅南

姫路支店 TEL.079-224-1501 FAX.079-285-0402 担当/藤本・中島

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」源氏ゆかりの六孫王神社と名物豆腐料理

7 月24日（日）

40名（申込多数の場合抽選）
9,000円
12,900円

15

6/

バスを定員の半数で利用します！

7 ：15出発

※最少催行人数20名

会員・同居家族
同
伴
者

行程

申込締切
（水）

JR姫路駅南

9 ：45〜11：00 祇王寺「苔庭」で有名なお寺（※）
11：30〜13：30 レストラン嵐山：名物【豆腐料理】の昼食 その後散策
14：00〜14：45 源氏発祥の神社 六孫王神社参拝
14：50〜15：30 京銘菓「おたべ」本店へ

六孫王神社

このツアーの
申込みは

8

※写真はイメージです。

取扱旅行社 T−LIFEパートナーズ

17：45頃着

JR姫路駅南

オリジナルおたべも…

（※）祇王寺へは嵐山の駐車場より約30分歩きます。

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。

観劇 THEATER

①申込み

申込方法 会員

④通知

②申込み

共済
センター

③通知

劇場

※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。

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。

姫路キャスパホール
いいむろなおきマイムカンパニー

：00開演
9/10（土）①11
②14：30開演

発売開始

23
（木）

6/

おとなもこどもも楽しめる
ゆかいでふしぎなぼうけんストーリー

1,050円

（一般料金 1,500円）

小学生以下

（一般料金

350円

500円）

（全席指定）※0歳から入場可

8/21（日）13：30開演

第21回 〜旅の思い出につながるこのメロディ〜

発売中

『平家物語』屈指の名場面をお届けします！

9/29（木）14：00開演

名曲の数々とトークを楽しむCDコンサート
リクエストもお待ちしています！

協力：伊丹市立演劇ホール 撮影：中才知弥

「小督」恐之舞
井上裕久、江崎欽次朗 他
仕舞 𠮷井基晴、田中章文 他

三浦紘朗（司会進行）

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）

490円（一般料金 700円）

発売中

能

いいむろなおき（作・演出・振付）
田中啓介、三浦求
谷啓吾、羽田兎桃
一般

懐かしの洋楽ヒットパレード

第28回 キャスパ能

かえるの？王子さま

（全席指定）※未就学児入場不可

（全席指定）※未就学児入場不可

三浦紘朗

アクリエひめじ 大ホール
森口博子×BEYOOOOONDS

フジコ・ヘミング ピアノ ソロ・コンサート 姫路市ジュニアオーケストラ

8/29（月）18：30開演

11/9（水）15：00開演

アクリエひめじオープニングシリーズ HimeFes2022

with パシフィックフィルハーモニア東京

発売開始

8
（水）

6/

森口博子、BEYOOOOONDS（ヴォーカル）
藤原いくろう（指揮）
パシフィック フィルハーモニア東京（管弦楽）

Fuzjko Hemming Piano Solo Concert

申込締切

15
（水）

6/

フジコ・ヘミングがアクリエひめじで
ソロ・コンサートを開催！フジコのピアノ100％！
魂のラ・カンパネラ他リストやショパンの名曲を
たっぷりとお楽しみください。

一般

※未就学児入場不可

森口博子

BEYOOOOONDS

（全席指定）※未就学児入場不可

ⓒ中嶌英雄

池辺晋一郎芸術監督シリーズ

オルガン界最高峰のコンクールで
受賞歴をもつ実力派が登場！

発売開始

9

6/

（木）

パク・ジュンホ（オルガン）

7/18（月・祝）14：00開演

発売中

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）

J.S.バッハ：前奏曲とフーガ ホ長調 BWV566
J.A.ラインケン：
トッカータ ト長調 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）

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）
ⓒSihoon Kim

（全席指定）※未就学児入場不可

ジュニアオーケストラ

平
日
土・日・祝

①11：00 ②14：30
①10：00 ②13：00

③16：00

3,700円（一般料金 4,800円） （全席指定）
※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。

よしもと祇園花月

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。

（全席指定）※未就学児入場不可

他

なんばグランド花月

パク・ジュンホ オルガンリサイタル 音楽をのぞいてみよう！第3回バッハ

9/25（日）14：00開演

発売中

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

11,000円（一般料金 12,500円）

パルナソスホール
オルガンシリーズVol.12

若きオーケストラが挑む、渾身のプログラム！

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

※都合により演奏曲目、演奏曲順等が変更に
なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※別途郵送料要

（全席指定）

7/3（日）14：00開演

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

リスト ラ・カンパネラ 他

Ｓ席 4,200円（一般料金 6,000円）
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

第1回定期演奏会

平
日
土・日・祝

①12：00
①12：00

②15：00
②15：00

3,000円（一般料金 3,800円） （全席指定）

（全席指定）※未就学児入場不可

バッハ

※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。

神戸国際会館こくさいホール
神戸国際会館

J-POPブラスアンサンブルコンサート

8/9（火） 18：00開演

あなたへエールを送る曲の数々、
吹奏楽アンサンブルでお楽しみください♪

申込締切

15

6/

（水）

Osaka Shion Wind Orchestra Brass & Percussion
・ピースサイン（米津玄師）
・宿命（Oﬃcial髭男dism）
・Happiness（嵐）
・風になりたい（THE BOOM）
・365日の紙飛行機（AKB48） 他
※曲目・曲順は変更の可能性があります。

1,400円（一般料金 2,000円）

※3歳以下入場不可、4歳以上チケット必要

（全席指定）

リアル恐竜ショー

恐竜パーク 平原綾香 The LIVE 2022

：00開演
8/18（木）①13
②16：00開演
かわいい赤ちゃん恐竜から
大きな肉食恐竜まで登場！
家族全員で、楽しく学べる
リアル恐竜ショー！

2,700円（一般料金3,300円）
※3歳以上有料、2歳以下膝上観賞無料。
但し、座席が必要な場合は有料。

（全席指定）

申込締切

15

6/

（水）

8/27（土）17：00開演
繊細で圧倒的なボーカルと、
音楽家・平原綾香の多才で豊かな表情を
見せるパフォーマンス、
ジャンルやボーダーを
しなやかに行き来しながらお届けする
ステージをぜひお楽しみください

申込締切

15

6/

（水）

6,700円（一般料金7,500円）
※未就学児童入場不可
※1階席または2階席のご案内となります。

（全席指定）
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