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姫路 2022

No.388
7

　　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！

TEL 293-5670  FAX 293-5680お問合せ
お申込み

姫路きょうさい

会員数 39,581名
（2022年6月1日現在）

未加入事業所を
ご紹介ください!

●うめ丸豪華会席とうずしお観潮船
●世界遺産 高野山金剛峰寺と
　奥ノ院拝観　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6旅　行
●海水浴（新舞子・的形）
●姫路市立美術館
●チビッコ映画　　　　　　　　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8.9チケット

●姫路キャスパホール
●神戸国際会館こくさいホール　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10観　劇

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11お知らせ
●姫路はりこ教室
●夏休み木工作教室

・・・・・・・・・7
文化・教養・
レクリエーション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12広　告

・・・・3
2023年きょうさいガイドブック・
ニュース表紙デザイン募集

お食事券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

●卓球大会結果　●バドミントン大会結果
●ゴルフ大会結果

スポーツ…………………５

姫路市SDGs宣言書…４

2022表紙デザイン 努力賞 『姫路城に行こう！』／太平工材㈱  藤田 健三さん

C O N T E N T S

2022_052401中村→052601野崎→053101野崎→060301野崎→061401野崎→061701野崎→
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3,000
1,500

円
分

円!
の がお食事券

協力店募集中！詳しくは共済センターまで

申込方法

利用方法

利用時の注意

ハガキに事業所名（コードも）・会員名（コードも）・
枚数（1枚or2枚）を明記し、下記宛先へ送付してください。

※精算額が金券の額を超えた場合、超過分は現金等でお支払いください。
※精算額が金券の額より少ない場合、差額の返金はありません。
※1枚の金券を複数回に分けて利用することはできません。　※未使用の場合、払い戻しはできません。
※他の割引サービス（各種クーポン、国・自治体の助成など）との併用はできません。

※TEL・FAX・メールは不可　※申込み後のキャンセル不可
※2021年から、普通郵便の到着日が従来より1日程度繰り下げとなっています。
　投函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。

精算時に食事券をレジに提出してください。
（登録事業所以外には送付できません）抽選結果やお食事券等は登録事業所宛に発送！

〒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

お食事券をご利用できるお店

※上記以外の店舗ではご利用できません。
※状況により、上記内容が変更になる場合があります。

63

申込みは
ハガキで！

下記の場合は無効
となりますので
ご注意ください。

●1会員が複数のハガキで
　申込んだ場合
●1枚のハガキに複数の
　会員名を記載している場合
●ハガキの記載内容に
　不備がある場合
●ハガキ(切手)の料金63円が
　不足している場合

※要予約

三左衛門堀西の町210
姫路キヤッスルグランヴィリオホテル 西館2F

カフェ＆ダイニング居酒屋 白鷺

050-5847-7368

花田町上原田170-1eM cafe
079-252-5004

TAKE OUT

OK

このマークがあるお店は
テイクアウトも利用できます！

TAKE OUT

OK

TAKE OUT

OK

TAKE OUT

OK

TAKE OUT

OK

青山南4-7-29 ホテルサンシャイン青山内
レストラン エンゼル
079-276-1181

TAKE OUT

OK 香寺町恒屋1470 香寺荘内
レストラン香寺荘
079-232-7788

※要予約
飾磨区今在家2-890どい寿し

079-235-1655

夢前町前之庄187 夢乃井1F
ダイニング康貴
079-336-1000

TAKE OUT

OK 駅前町60 ホテルモントレ姫路2F
いきなりステーキ 姫路駅前店
079-280-2329

駅前町27 テラッソ姫路4F
シーアップス カフェ＆スポーツバー
079-263-7415

TAKE OUT

OK 駅前町188-1 ピオレ姫路1 B1F
ドールキッチン
079-263-8518

神戸市中央区旭通5-2-3相鉄フレッサイン神戸三宮１F
さち福やCAFÉ

078-803-8099
相鉄フレッサイン神戸三宮店

喃 風
粉もん酒 場
姫路駅前店
姫 路 本 店
宮 西 店
広 畑 店
太 子 店
相 生 店
上 郡 店
二 見 店 
明 石駅前店
三 宮 店

TAKE OUT

OK
栗山町167本店川飛

079-222-2627
079-222-2637

料 亭 川 飛
四季のめぐみこころ庵

079-223-3444
079-280-3411
079-224-4311
079-239-4911
079-276-6600
0791-23-7733
0791-52-7050
078-941-0500
078-913-6611
078-321-1039

TAKE OUT

OK
まいどおおきに食堂

079-292-2336
079-284-7618
079-237-7172
079-234-5661
079-433-0390
079-423-2212
079-492-8167
078-976-6605
078-706-1807
078-681-9955

姫路今宿食堂
姫路広峰食堂
姫路恵美酒食堂
姫路飾磨食堂
高砂宝殿食堂
加古川北在家食堂
稲美国岡食堂
神戸有瀬食堂
神戸ジェームス山食堂
神戸長田南食堂     

酒房 灘
078-391-5559
078-391-1541
078-381-8087

さ ん ち か 店
さんプラザ店
センタープラザ店

TAKE OUT

OK
シフォンドール

079-295-7074
079-280-3015

姫 路 店
ピ オ レ 姫 路 店

利用
期間 18/ 3110/～月 月

ATTENTION!

新たなお店
も

加わりまし
た！

7/14（木）必着
3,500枚合

計

1会員2枚まで

申込締切

申込多数の場合抽選
※先着順ではありません。

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。

TAKE OUT

OK
シフォンドールカフェ
079-251-3338
花田町小川75 ヤマダストアー花田店内
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※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）

16日（火）、17日（水）、18日（木）

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。）

申込締切
7/14
（木）必着

※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
※チケットの料金が500円未満の場合はその料金

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

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。

（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）
請求締切

プロ野球

8月のカード
カード 試合日

ロ ッ テ

30日（火）、31日（水）

8月のカード
カード 試合日

広　  島

申込方法

料金の支払い

年間指定席券のあっせん

ほっともっとフィールド神戸

甲子園球場

姫路市の推進する
宣言に
参画しました

　姫路市SDGs宣言とは、SDGsに関する取り組み
において、企業で既に取り組んでいることや、これ
から取り組む内容について宣言し、市のホームペー
ジ等で幅広く発信することにより、市内企業等の
SDGs活動を促進するものです。 
　姫路市は、2021年5月に内閣府より「SDGs未来
都市」に選定され、市内企業とともにSDGs（持続
可能な開発目標）を推進しています。

（予備日）

SDGs

請求方法

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（ （

公益財団法人
姫路市中小企業共済センターは
2022年5月20日付にて
宣言しました。

7月のカード
甲子園 広島…7/5㈫、7/6㈬、7/7㈭　　　　　　　　巨人…7/12㈫外野のみ、7/13㈬外野のみ　　中日…7/15㈮

DeNA…7/22㈮外野のみ、7/24㈰外野のみ　ヤクルト…7/29㈮

申込みは先着順（TEL293-5670）

※自宅へ郵送希望の方は住所と“自宅郵送希望”をご記入ください。

207910_きょうさいニュース2022年7月号_P04
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スポーツスポーツ SPORT

第64回 卓球大会の結果第64回 卓球大会の結果 5月17日（火）　21名参加
ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路中央体育館）

優勝

駒田　明寿
（㈱シマヤ）

準優勝

髙岡　裕司（会員家族）
（　姫路市社会福祉協議会）福

優勝

植原　明徳
（ハリマ農業協同組合）

準優勝

吉岡　渚々美（会員家族）
（内海工業㈱）

優勝

船積　篤子
（MKテクノ）

準優勝

匿名希望

第67回 バドミントン大会の結果第67回 バドミントン大会の結果 5月18日（水）　7組参加
ヴィクトリーナ・ウインク体育館（姫路中央体育館）

優勝

匿名希望
準優勝

舘花・白子
（㈱姫路トラスト・西芝エンジニアリング㈱）

優勝

江崎・江崎
（姫路医療生活協同組合）

準優勝

野村・山下
（飾磨海運㈱・㈱引越家マック）

第127回 ゴルフ大会の結果第127回 ゴルフ大会の結果 6月12日（日）　62名参加
姫路シーサイドゴルフコース

第1位グループ

決勝トーナメントA

第2位グループ

決勝トーナメントB

第3位グループ

優勝
信乃　一策
（西播環境整備㈱）

準優勝
盛田　和輝
（姫菱テクニカ㈱）

第３位
匿名希望
（幸工業）

207910_きょうさいニュース2022年7月号_P05
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東武トップツアーズ 姫路支店　TEL.079-224-5761  FAX.079-288-0109　担当/林・福井・前田

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

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!

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30名

行 程

うめ丸豪華会席とうずしお観潮船

8月21日（日）

取扱旅行社

70名（申込多数の場合抽選）

会員・同居家族  　12,800円
同 　 伴 　 者  　18,400円

このツアーの
申込みは

●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

●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。
●県民割等が適用になる可能性もあります。（6月20日現在）

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
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

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

申込締切
7/14
（木）

 8 ：30出発 JR姫路駅南

10：30～11：10 うずの丘大鳴門橋記念館（買物・展望）

13：30～15：30 鳴門名物うずしお観潮船と渦の道見学

18：00頃着 JR姫路駅南

11：20～13：00 うずしお温泉うめ丸（豪華会席料理の昼食）

「美人の湯」「美肌の湯」で有名な」「炭酸水素塩泉」「美人の湯」「美肌の湯」で有名な」「炭酸水素塩泉」
※希望者は入浴も可能です（タオル代別途）

※最小催行人数30名

行 程

世界遺産 高野山金剛峰寺と奥ノ院拝観

8月28日（日）

取扱旅行社

70名（申込多数の場合抽選）

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。奥之院御廟橋奥之院御廟橋

※写真はイメージです。※写真はイメージです。鳴門観光船鳴門観光船

会員・同居家族  　  9,000円
同 　 伴 　 者  　12,900円

申込締切
7/14
（木）

8：00出発 JR姫路駅南

11：30～12：30 福智院（精進料理の昼食）

12：40～15：00 総本山 金剛峰寺（拝観）
高野山 奥ノ院（拝観）

15：10～15：30 一の橋天風（買物）

19：00頃着 JR姫路駅南

きょうさいツアー

案内人がご案内いたします。

207910_きょうさいニュース2022年7月号_P06
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文化・教養・レクリエーション文化・教養・レクリエーション CULTURE &
   RECREATION

姫路はりこ教室姫路はりこ教室

夏休み木工作教室夏休み木工作教室
申込締切
8/2
（火）

申込締切
7/28
（木）

①10：00～11：30
②13：00～14：30

8月6日（土）・7日（日）と 　 き

と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館 工芸工房
募集人数 20名（申込多数の場合抽選）　※小学4年生以上

姫路はりこ職人・松尾哲さんの指導で、二日かけて
姫路はりこの全工程を体験しながら制作します。

宮殿師・奥居隆夫さんの指導で、桧（ひのき）の
フリーラックを組み立てて、自由に着色します。

会員・同居家族　500円（一般料金1,000円）参 加 料

8月11日（木・祝）と 　 き

と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館 会議室
募集人数 各10名（申込多数の場合抽選）　※小中学生が対象

会員・同居家族　500円（一般料金1,000円）参 加 料

（終了未定)『五等分の花嫁』『トップガン マーヴェリック』『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』『映画 妖怪シェアハウスー白馬の王子様じゃな

いん怪ー』『東京2020オリンピック SIDE:B』『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』

 『バズ・ライトイヤー』『ブラック・フォン』『映画ゆるキャン△』『エルビス』

 『モエカレはオレンジ色』『ソー：ラブ＆サンダー』 　　　『キングダム2 遥かなる大地へ』『ミニオンズ フィーバー』

 『GHOSTBOOK　おばけずかん』『劇場版 仮面ライダーリバイス／暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE』

 『今夜、世界からこの恋が消えても』『ジュラシック・ワールド』

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

アースシネマズ姫路7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。

申込方法 （1）または（2）の方法でお申込みください。
（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「姫路はりこ教室」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

申込方法 （1）または（2）の方法でお申込みください。
（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「夏休み木工作教室」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

10：00～15：00
13：00～15：00

1日目
2日目

207910_きょうさいニュース2022年7月号_P07
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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

7/2（土）～9/4（日）予定7/2（土）～9/4（日）

※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、土・日・祝は普通郵便の配達がありません。日程に余裕を持ってお申込みください。

〈予約・問合せ先〉 TEL.079-338-0853

7/1（金）～8/31（水）予定

 休憩料込み 

姫路太陽公園・白鳥城好　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
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

鮎狩り姫路市立美術館

野田弘志 真理のリアリズム

海 水 浴
的　形 市内

的形町的形〈 〉
7/16（土）～8/17（水）予定
新 舞 子 たつの市

御津町黒崎〈 〉

ゆめさき鮎の郷 市内夢前町山之内甲33-1
（夢前川）〈 〉

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）

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）

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）

要予約
（お早めに）

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

【おばた自然の里】今シーズンは休業となりました。

【白浜】今シーズンのチケット取扱いはありません。

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

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）

一　般 800円（一般料金 1,200円）
大　高 320円（一般料金　 600円）
中　小　80円（一般料金　 200円）

207910_きょうさいニュース2022年7月号_P08
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見  本見  本

© 2020 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED
劇場版「リバイス・ドンブラザーズ」製作委員会
ⓒ石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映　ⓒテレビ朝日・東映AG・東映

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）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（0才～中学生） 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

須磨海づり公園は現在休園中です。

7/20（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

ミニオンズ フィーバー
劇場版 仮面ライダー

リバイス
暴太郎戦隊

ドンブラザーズ

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

ホームページからも

チケットの申込みや

協定割引利用券の

申請ができます♪

7/15（金）～
ロードショー 7/22（金）～

ロードショー

「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（P43～47）をご覧ください♪

207910_きょうさいニュース2022年7月号_P09
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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。
※書留マークがついている公演で郵送を希望される場合は、別途郵送料（簡易書留料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

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

バッハバッハ

14：00開演7/18（月・祝）

（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。

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）

発売中発売中

オルガンシリーズVol.12

パク・ジュンホ オルガンリサイタル

14：00開演

①11：00開演
②14：30開演

9/25（日）

（全席指定）※未就学児入場不可

J.S.バッハ：前奏曲とフーガ ホ長調 BWV566
J.アラン：空中庭園　他

パク・ジュンホ（オルガン）

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）

懐かしの洋楽ヒットパレード
第21回 ～旅の思い出につながるこのメロディ～

三浦紘朗三浦紘朗

ⓒSihoon KimⓒSihoon Kim

（全席指定）※未就学児入場不可

14：00開演9/29（木）

三浦紘朗（司会進行）

（全席指定）※未就学児入場不可

第28回 キャスパ能

13：30開演8/21（日）
能 「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

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

森口博子、BEYOOOOONDS（ゲスト）
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）

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）

『平家物語』屈指の名場面をお届けします！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！

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！

発売中

発売中発売中 発売中

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。

観劇観劇観劇観劇観劇観劇観劇 THEATER

パルナソスホール

18：30開演10/17（月）

（全席指定）※未就学児入場不可

中川晃教（ヴォーカル）他
三ツ橋敬子（指揮）
日本センチュリー交響楽団（管弦楽）

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）

オーケストラをバックに歌い上げる
ミュージカル・ナンバー

アクリエひめじ  大ホール

姫路キャスパホール

なんばグランド花月

※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。

よしもと祇園花月

3,000円（一般料金 3,800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。

3,700円（一般料金 4,800円）
（全席指定）

平　　日 ①11：00　②14：30
土・日・祝 ①10：00　②13：00　③16：00

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

いいむろなおきマイムカンパニー

かえるの？王子さま
9/10（土）

（全席指定）※0歳から入場可

一般　　　 1,050円
　　　（一般料金 1,500円）
小学生以下　 350円
　　　（一般料金　 500円）

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

18：30開演

アクリエひめじオープニングシリーズ HimeFes2022
森口博子／BEYOOOOONDS
with パシフィックフィルハーモニア東京

アクリエひめじオープニングシリーズ
Sing with the Orchestra 2022

～ミュージカル・セレクション～

8/29（月）

（全席指定）
※未就学児入場不可

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

森口博子森口博子ⓒMasaharu EguchiⓒMasaharu Eguchi BEYOOOOONDSBEYOOOOONDS

協力：伊丹市立演劇ホール　撮影：中才知弥協力：伊丹市立演劇ホール　撮影：中才知弥

発売開始
7/15
（金）

申込締切
7/14
（木）

490円（一般料金 700円）

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。

※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

掲載締切日：毎月10日

●軟式テニスラケット・袋
　メーカー：ミズノ
　袋の色：黒に赤のストライプ線　ミズノのマークは白
　あまり使用しておらず美品　5年前に1万円で購入　※希望価格  4,000円

●電子ピアノ
　メーカー・型式問わず

14：00開演8/28（日）

（全席指定）

※こどもは3歳から小学生
※2歳以下は保護者1名につき1名膝上観賞可。
　ただしお席が必要なお子様は有料。

心に響くジブリの思い出の名曲をオーケストラと
ともに、ザ ブリーズアドベンチャーズの歌声で
たっぷりお届けいたします。
《演奏予定曲目：「風の谷のナウシカ」、
「となりのトトロ」メドレー、「もののけ姫」他》

おとな 3,700円（一般料金 4,500円）
こども 1,700円（一般料金 2,500円）

神戸国際会館 こくさいホール
「ジブリの思い出がいっぱい」

オーケストラによるドリームコンサート

207910_きょうさいニュース2022年7月号_P10
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お知らせお知らせ INFORMATION

新規加入事業所

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

ご加入
ありがとうございます!

矢印に逆らわずに
すべての文字を1回ずつ通り、
偶数番目に通った文字を読むと
何になるでしょう。

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。

それぞれの個数と同じ
順番の文字を読んで
並び替える。

※クイズ内容の転載禁止

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7/1（金）頃に開設予定

正解者の中から抽選で100名様に
1枚プレゼント！ハーゲンダッツ  ギフト券

ホームページアドレス https://www.himeji-kyosai.or.jp/ 7/14
（木）

申込締切

正解者数　  991名
応募者数　1017名

●㈱アール・ビー・エヌ
●㈱セキュリティハウス神姫
●㈲オーハイム

※写真は
　イメージです

クイズ
u

1枚でミニカップ・クリスピーサンド・バーのいずれか2個とお引き換え可能

が ← く ← ひ

↑ ← ↓ ↑ ↑

め ← み ← じ

↑ ↑ ↑ ← ↓

り ← し ← お

カキゴオリ 1つ（1文字目）
タイヤキ 1
ドーナツ 4
ラムネ 2
アイスクリーム 5

・亀の井ホテル 彦根　　・亀の井ホテル 奈良　　 ・亀の井ホテル 観音寺
・亀の井ホテル 赤穂　　・亀の井ホテル 有馬 　　・亀の井ホテル 高知（旧：伊野）

変更前／かんぽの宿　→　変更後／亀の井ホテル　KAMENOI HOTEL

7月1日（金）より施設名が変更になりました。
※電話番号は変更ありません。
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見  本

利用方法・登録方法に
ついてのお問合せ きょうさい倶楽部受付センター ０８００‐９１９‐６２３９（１０：００～１８：００

※年末年始を除く）
フリー
ダイヤル

（新規入会者は当センター入会月の翌月１日より登録可）
登録は３ステップ

会員規約を確認し
同意する

会員情報を登録する

メルマガ登録でお得な
情報が届きます！

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。

事業所コード＋会員コード

※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。

（４桁） （４桁）
（半角数字８桁）

ログインID
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。

初期パスワード

※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。（事業所の登録住所へ送付）

入力は
“半角”で 1 2

３

ログイン
きょうさいHPもしくは
QRコードからアクセス！

※Nintendo Switch のロゴ・
　 Nintendo Switch は任天堂の商標です。

Nintendo Switch
Nintendo Switch Joy-Con
(L) ネオンブルー /(R) ネオンレッド

※ザイグルプラス本体のみです

ザイグルプラス
（JAPAN-ZAIGLE PLUS）

クオカード・
ジェフグルメカード・
こども商品券のどれか
1000円分

7月31日時点で登録済の方に抽選でプレゼントが当たるチャンス！ 登録感謝

11名様名様
11名様名様
11名様名様

100100名様名様※本キャンペーンはヤーマン
　株式会社の協賛によるもの
　ではありません

ヤーマンミーゼ
スカルプリフト
（MS-80W）

登録がまだの方は、この機会にご登録ください♪

プレゼントが
当たる！

に

合計で
103名

様

（プレゼントは
  選べません）

プレゼントキャンペーン

姫路しらさぎ商品券の参加店舗募集
姫路市からのお知らせ

姫路市では、原油価格や物価の高騰が市民生活に大きな影響を及ぼすなか、地域
経済の活性化を図るため、商品券事業を実施します。商品券の発行に伴い、市民が
デジタル商品券と紙タイプ商品券を利用できる参加店舗を募集します。

※7月29日㈮までの申込分については、8月に発行する新聞折り込みチラシに掲載予定です。
※デジタル商品券と紙タイプ商品券の利用・換金には事前に参加店舗の登録申請が必要です。

専用ホームページからの申込み ｢参加店舗登録申請書 兼 誓約書」に記入し
FAXによる申込み

ホームページ
https://himeji.prm-shohinken.com

申込方法

問い合わせ先 姫路しらさぎ商品券発行事務局（7月4日から）
TEL（0120）077-137   FAX (0120)077-257

姫路市産業振興課
TEL (079）221-2622

または

1 2

令和4年7月11日（月）から募集開始

姫路市内で営業している店舗
（小売業、飲食業、サービス業など）募集対象

詳細は、ホームページ等をご確認ください。

チラシ・申請書は、市役所本庁舎9階産業振興課及び
地域事務所・支所等において配布

見  本見  本
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