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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 39，695名
（2022年10月1日現在）

未加入事業所を
ご紹介ください!

●西村屋ホテル招月庭にて
　かに会席のご昼食
●年末あなたの縁を再生しましょう
　京都 縁切り神社と縁結び寺

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6.7旅　行

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10観　劇
●パルナソスホール
●神戸国際会館こくさいホール　　他

●新規加入事業所
●リサイクルBOX　　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11お知らせ

●きょうさい俱楽部プレゼントキャンペーン
●表紙デザイン募集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12広　告

・・・・・・・・2クリスマスケーキ
・・・・・・・・・・・・・・6

インフルエンザ
予防接種補助

・・・・・・・・・・5
文化・教養・
レクリエーション
●整理・収納個人相談会（キッチン編）
●版画教室　●凧づくり教室

迎春干支彫刻ボトル・・・・3

日本全国ラーメン紀行・・・・4

チケット
●みかん狩り　●りんご狩り　　他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8.9

2022表紙デザイン 努力賞 『秋の訪れ』／㈱東洋彫刻製作所 坊垣 夏子さん

C O N T E N T S

2022_092701中村→092801中村→093001野崎→100301野崎→100401野崎→100501野崎→100601野崎→101101野崎→101801野崎→
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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。

商品のお届け時期／申込受付後約10日～2週間
FAX.052-821-8331

同封の専用申込書に必要事項を記入し、
下記番号へFAXしてください。

※合計金額が4,500円未満の場合、別途送料660円が必要です。

申込みは同封の申込書で

今
年
も
特
別
価
格
で
ご
提
供
し
ま
す
！

申込方法申込方法

申込締切

11/25
（金）

商品に関する問合せ先

（株）ユニオンサービス TEL.052-824-4151（平日9：00～17：00）

ラ-
メ
ン紀

行

ラ-
メ
ン紀

行

旨
麺
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

旨
麺
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

支払方法支払方法

あっさりからこってり、
定番から新定番のお味まで
NEWラインナップを
多数揃えました。

日本

全国
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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

5

版画教室版画教室
申込締切
11/24
（木）

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20名（申込多数の場合抽選）

版画家・岩田健三郎さんの指導のもと、木版画で
来年の干支をテーマにした年賀状をつくります。

会員・同居家族　250円（一般料金500円）参 加 料

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「凧づくり教室」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）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「版画教室」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

12月3日（土）

12月11日（日）

①10：00～12：00　②13：00～15：00

凧づくり教室凧づくり教室
申込締切
12/8
（木）

と 　 き

と こ ろ 姫路市書写の里・美術工芸館 会議室
募集人数 20名（申込多数の場合抽選）

日本の凧の会・石井福良さんの指導のもと、
和凧をつくり、工芸館で揚げます。

会員・同居家族　250円（一般料金500円）参 加 料

申込方法 （1）または（2）の方法でお申込みください。

12月17日（土）9：00～12：00

10/20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。

※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にお答えいただきます。

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。

申込
方法

① 9：15～ ②10：15～ ③11：15～
④13：15～ ⑤14：15～ ⑥15：15～相談時間：各40～45分と 　 き

姫路市勤労市民会館 2F 第1会議室と こ ろ

①～⑥各1名（申込多数の場合抽選）募集人数

講 　 師 真野 久美子さん（整理収納アドバイザー1級）

整理・収納個人相談会（キッチン編）
整理収納のプロが1対1でお悩みを
丁寧にお聴きしアドバイスさせていただきます。

モノが多くて捨てられないこんな方に
おススメ 探しものが多い 料理に時間がかかる

年末までにキッチンを整えて、新年を迎えましょう！
×時短 効率化

申込締切
11/16
（水）

参加料無料

講師おすすめ

プチプレゼント
付！
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旅行旅行旅行旅行旅行旅行旅行 TRAVEL

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!

6

医療機関名 電話番号 住　　　　　　所

阿保クリニック 284-2213 東駅前町75-1
井 野 病 院 254-5553 大塩町汐咲1丁目27

★ 入 江 病 院 239-3121 飾磨区英賀春日町2丁目25
★ 大島内科クリニック 233-3320 飾磨区構3丁目233
奥山クリニック 289-1123 保城491-1

★ 共 立 病 院 285-3377 市川台3丁目12
★ 倉 橋 内 科 医 院 224-0055 北平野南の町16-31
★ 厚 生 病 院 292-1109 御立西4丁目1-25
近 藤 内 科 医 院 247-3111 東山251

★ 酒 井 病 院 266-8833 飾西412-1
★ 山陽内科クリニック 235-0385 飾磨区清水2-31
★ 書 写 西 村 内 科 294-8484 書写1019-620
城 南 病 院 225-2211 本町231
神 野 病 院 235-5501 飾磨区下野田2丁目533-3
辰 巳 内 科 医 院 234-0034 飯田3丁目97
たまきファミリークリニック 228-8550 新在家本町1丁目3-5
土 井 医 院 254-0732 的形町的形1761-20
中 谷 病 院 235-5566 飾磨区細江2501
八 家 病 院 298-1731 西今宿2丁目9-50
姫 路 愛 和 病 院 234-2117 飯田3丁目219-1
姫 路 第 一 病 院 252-0581 御国野町国分寺143

★ 姫 路 田 中 病 院 267-2020 書写717
姫 路 中 央 病 院 235-3600 飾磨区三宅2丁目36

★ ヘルスコープあぼし診療所 272-8050 網干区和久2-2
松 浦 病 院 282-7171 京口台1
山本内科・胃腸科 223-8763 豊沢町140新姫路ビル2F

STEP
1

STEP
2

STEP
3

●旅行社及び商品

今年度も
　補助額アップ！

会員・同居家族
1人当たり3,000円割引

⬇

割引4,000円割引
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。

手続きは
旅行出発までに！

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。

きょうさいツアーは対象となりません。

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。

2022年度

旅行社／支店／電話番号 商　　品

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

三洋旅行 旅サロン山陽百貨店 ☎284-7100 旅倶楽部

（五十音順）

対象医療機関
★印がついた医療機関は予約不要ですが、
　ワクチン等の都合により、
　対応出来ない場合があります。

医療機関により、期間や受診曜日・時間帯、料金等が異なります。詳細は、各医療機関へお問い合わせください。

※他の医療機関が対象となった場合は、
　当センターのホームページ上でお知らせします。

10月1日㈯～12月28日㈬
1会員につき会員本人及び同居家族1人
※同居家族2人は不可
※期間内1人1回

対象医療機関へ予約する。

引いた金額を支払う。1,000円を
予防接種当日、受付時に医療機関へ利用券を提出する。
会計時に
正規料金から

利用期間

利用対象

利用方法

▲

▲

その際、「姫路きょうさい」の
会員または同居家族である
旨をお伝えください。

予約後、共済センターへ利用券を申込む。
・事業所名（コード）・会員名（コード）・枚数

をお伝えください。

他の割引と併用可

共済センターから利用券を送付します。

必ず先に予約を!
補助額

1,000円

219319_きょうさいニュース2022年11月号_P06
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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

西村屋ホテル招月庭にて
かに会席のご昼食

取扱旅行社このツアーの
申込みは

取扱旅行社このツアーの
申込みは

●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。

行 程

  9：00出発 JR姫路駅南

18：10頃着 JR姫路駅南

海鮮せんべい但馬（買物）10：10～10：40

城崎街道海の駅（買物）15：40～16：00

取扱旅行社このツアーの
申込みは

大浴場大浴場

※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。

鈴虫寺鈴虫寺

縁切り縁結び碑縁切り縁結び碑

12月11日（日）
会員・同居家族　14,400円
同 　 伴 　 者　 　20,400円

会員・同居家族　 7,900円
同 　 伴 　 者　  11,400円

12月18日（日）
行 程
8：15出発 JR姫路駅南

17：45頃着 JR姫路駅南

…城崎温泉街（散策）

11：50～15：20 西村屋ホテル 招月庭
かに会席のご昼食かに会席のご昼食

10：30～11：30 安井金比羅宮
縁切り神社として有名! 知る人ぞ知る縁切り神社として有名! 知る人ぞ知る

14：50～15：30 京漬物の里

13：15～14：30 鈴虫寺
切った縁を結んでもらいましょう 縁結び寺切った縁を結んでもらいましょう 縁結び寺

12：00～13：00 京都市内
京うなぎのせいろ蒸し京うなぎのせいろ蒸し

ツ

年末あなたの縁を再生しましょう
京都 縁切り神社と縁結び寺

※最少催行
　人数30名

70名
申込多数の場合抽選

※最少催行
　人数30名

70名
申込多数の場合抽選

申込締切
11/16
（水）

申込締切
11/16
（水）

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。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！

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。

2022年 冬期
かに会席【月御膳】

 御献立
食 前 酒
前　　菜
酢　　肴
椀物替り
向　　附
合　　肴
台　　物

焼　　物
御 食 事
留　　椀
香　　物
水 菓 子

季節の食前酒
季節の酒菜取り合わせ
ずわい蟹茹で半匹
招月庭特製漁師小鍋
蟹刺しと鮮魚四種盛合わせ
黒毛和牛ステーキ
ずわい蟹かにすき鍋
（お一人鍋）
季節の魚料理
季節のご飯
赤出汁
三種盛り
季節の果物

219319_きょうさいニュース2022年11月号_P07



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

8 ※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。

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ
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）
ロープウェイ往復乗車券を含む※未就学児は無料

りんご狩り

みかん狩り （行かれる前に確認を！）

10/5（水）～12/上旬予定

〈問合せ先〉TEL.0790-75-3600

釣堀センター 水宝

（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）

姫路市立遊漁センター

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）

平磯海づり公園
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）

須磨海づり公園は現在休園中です。

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

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（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（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）

須磨海浜水族園
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）

神戸どうぶつ王国

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）

〈問合せ先〉TEL.0879-65-2350

大人（高校生以上） 1,200円（一般料金1,500円）
小学生・中学生 1,150円（一般料金1,350円）

小豆島夕陽ヶ丘みかん園
〈香川県小豆郡土庄町〉

原観光りんご園
〈宍粟市波賀町原〉

お土産付
※小学生未満は
　お土産無し

11/19（土）～2023年1/15（日）

姫路市立美術館
ザ・ミュージアム・コレクション・ミーツ・スギモト

本歌取り式　名画選

一　般 400円（一般料金 700円）
大　高 160円（一般料金 400円）
中　小　80円（一般料金 200円）

大人（中学生以上）350円（一般料金600円）
小人（4才以上～小学生）200円（一般料金350円）

8/27（土）～11/中旬予定

11/1（火）～11/23（水・祝）予定
大人（中学生以上）1,150円（一般料金1,500円）
小人（小　学　生）　750円（一般料金1,000円）
幼児（3 才 以 上）　400円（一般料金　500円）

※月・火（祝を除く）は休園

〈問合せ先〉TEL.0791-43-3512

赤穂塩屋山みかん園
〈赤穂市塩屋〉

お土産
付 200枚

※予定枚数に
　達し次第、販売終了

（10/19現在）

残 り
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見  本見  本

スポーツクラブNAS姫路

スポニックパーク一宮プール

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

860円（一日体験料2,200円）

温水プール（中地・香寺）

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）

※香寺プールは、0才から小人料金が必要です。

スポーツクラブ ルネサンス姫路

※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）

イオンスポーツクラブ（リバーシティ内）

※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）

（申込多数の場合抽選）

400円（1人2枚まで）
11/18（金）TELまたはFAXで

〔申込締切〕

スポーツジム（中地・香寺）

※大人のみ使用可

大人（高校生以上）150円
（一般料金200円）

こども商品券
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

ジェフグルメカード

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

駐車場プリペイドカード 姫路城クオカード

※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

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

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

姫路セントラルパーク
大人（中学生以上） 2,880円

（一般料金3,500～3,800円）

小　　　学　　　生  1,600円
（一般料金1,900～2,100円）

幼児（3 才 以 上）　 960円
（一般料金1,100～1,300円）

姫路太陽公園・白鳥城 好　古　園

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）1,200円
（一般料金1,500円）

小人（小・中学生）　500円
（一般料金　700円）

ヨーデルの森

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）

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♪

（　　 ）サファリ
+

遊園地

（終了未定）『ONE PIECE FILM RED』『沈黙のパレード』『“それ”がいる森』『七人の秘書』『僕が愛したすべての君へ／君を愛したひとりの僕へ』

　　　　 『バッドガイズ』『カラダ探し』『耳をすませば』『線は、僕を描く』『天間荘の三姉妹』『貞子DX』『アムステルダム』

　　　　 『チケット・トゥ・パラダイス』　　　　　『窓辺にて』

　　　　 『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』『すずめの戸締り』　　　　　『ある男』

　　　　 『母性』『ストレンジ・ワールド／もうひとつの世界』　　　　　『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』

3日～ 4日～

11日～

25日～

18日～

23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

アースシネマズ姫路11月映画案内
※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

※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・電話での利用不可

見　本見　本

「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♪
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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

10

発売中

池辺晋一郎芸術監督シリーズ

音楽をのぞいてみよう！ 第4回 ベートーヴェン

（全席指定）※未就学児入場不可

18：30開演12/23（金）

（全席指定）※未就学児入場不可

藤原道山（尺八）、古川展生（チェロ）
妹尾 武（ピアノ）

一般3,500円（一般料金 5,000円）

3人が織りなす繊細かつ壮大な
KOBUDO サウンド

アクリエひめじオープニングシリーズ
KOBUDO  ― 古武道 ―

15周年記念公演「光」

発売中発売中発売中

オルガンシリーズVol.13

近藤岳×中嶋俊晴ジョイントコンサート

（全席指定）※未就学児入場不可

J.S.バッハ：前奏曲とフーガ ハ長調 BWV545
アイルランド民謡（近藤岳 編曲）：ロンドンデリーの歌　他

近藤岳（オルガン）、中嶋俊晴（カウンターテナー）

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）

桂米左桂米左桂千朝桂千朝

近藤岳
ⓒ平舘平
近藤岳
ⓒ平舘平 中嶋俊晴中嶋俊晴

ⓒRyota MoriⓒRyota Mori

バルトルド・クイケン©Dany Neirynckバルトルド・クイケン©Dany Neirynck

米朝一門による人気落語会

漫才と新喜劇の豪華2本立て。
吉本を代表する人気芸人が神戸に一挙集結！年の初めは吉本から！

オルガン×カウンターテナー
新春を彩るどこか懐かしい名曲

バロックin姫路
バルトルド・クイケンと仲間たち

～テレマンとパリの同僚～

14：00開演11/27（日）

（全席指定）※未就学児入場不可

G.P.テレマン：パリ四重奏曲 第12番 ホ短調
J.-M.ルクレール：フルートソナタ ハ長調　他

ホルスト：Jupiter
ピアソラ：リベルタンゴ　他

（全席指定）※未就学児入場不可

小曽根真（ピアノ）
No Name Horses（ビックバンド）

一般 3,500円
　　  （一般料金 5,000円）
高校生以下 1,750円
　　  （一般料金 2,500円）

名曲の数々より最高のナンバーをセレクト！

アクリエひめじオープニングシリーズ
小曽根真 featuring No Name Horses

THE BEST

バルトルド・クイケン（バロック・フルート）
佐藤泉（バロック・ヴァイオリン）
福澤宏（ヴィオラ・ダ・ガンバ）、大塚直哉（チェンバロ）

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）

古楽界のレジェンドが来姫
14：00開演12/3（土）

池辺晋一郎が、作曲家ならではの視点で音楽を
大解剖！ “ベートーヴェン”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）、池内 響（バリトン）
沖本みなみ（ヴァイオリン）、金 未卯（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）

名曲の音符から大作曲家の“すごさ”にせまる！

（全席指定）※未就学児入場不可

第31回 キャスパ寄席

14：00開演11/19（土）
桂米輝、桂鯛蔵、桂米左、
桂まん我、桂千朝（出演順）

〈新喜劇〉間寛平、内場勝則　他

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

アクリエひめじ  中ホール

姫路キャスパホール

神戸国際会館 こくさいホール

パルナソスホール

なんばグランド花月

よしもと祇園花月

発売開始
11/10
（木）

（全席指定）
※3歳以上有料、2歳以下は膝上鑑賞無料、但し座席が必要な場合は有料。※チケットはお一人様1枚必要です

アクリエひめじ  大ホール

申込締切
11/16
（水）

1,400円（一般料金 2,000円）

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。
※特別興行期間は予約できません。
※公演時間が変更になる可能性があります。詳しくは劇場HPでご確認ください。

※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。
※当日、劇場にて指定席券と引換えてください。
※特別興行期間は予約できません。
※公演時間が変更になる可能性があります。詳しくは劇場HPでご確認ください。

3,700円（一般料金 4,800円）　（全席指定）

平　日 ①11：00 ②14：30
土 ①10：00 ②13：00 ③16：00 ④19：00
日・祝 ①10：00 ②13：00 ③16：00

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

4,200円（一般料金 5,200円）

発売中

檀ふみ檀ふみ池辺晋一郎 ⓒ藤本史昭池辺晋一郎 ⓒ藤本史昭

18：30開演11/16（水）

（全席指定）※未就学児入場不可

池辺晋一郎、檀ふみ（司会）
飯森範親（指揮）、三浦章宏（独奏）
Legendary Orchestra for Senhime（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）

大河の幕開けを飾る名曲の数々

アクリエひめじオープニングシリーズ

大河を聴く！ 物語が甦る！
歴代テーマ曲スペシャルコンサート

ド ラ マ

懐かしの洋楽ヒットパレード
第22回 ～楽しい時、嬉しい時に聞きたい曲～

三浦紘朗三浦紘朗（全席指定）※未就学児入場不可

三浦紘朗（司会進行）

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！

発売中

490円（一般料金 700円）

14：00開演

2023年

2/12（日）

2023年

1/2（月・休）・1/3（火）・1/4（水）・1/7（土）

14：00開演

2023年

1/29（日）

17：00開演

2023年

2/11（土・祝）

新春吉本お笑いバラエティーショー2023
吉本新喜劇＆漫才の豪華2本立て

①11：00開演
②15：00開演

①11：00開演
②15：00開演

①11：00開演
②15：00開演

①11：00開演
②15：00開演
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合計103名様に
プレゼントが
当たる‼

合計103名様に
プレゼントが
当たる‼

（プレゼントは選べません）（プレゼントは選べません）

見  本

会員及び同居家族

〒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

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。　

2023年きょうさいニュース2月号で発表予定

3万円相当品最優秀賞（1点）

※入賞12作品は2023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

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
テーマ 2023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

応募資格 結果発表

応募方法

あてさき ※FAX・メールは不可

優秀賞（1点）…2万円相当品　佳作（3点）…5千円相当品
努力賞（7点）…2千円相当品

注意事項

ご家族やお子様の作品もどしどしご応募ください♪

参加賞 （入賞者以外全員） 記念品

11月30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！

ププレレ
キャンペーンキャンペーン
ゼゼントトト

登 録 者 限 定
11名様名様
ロボット掃除機
アイロボット

ルンバ i2

11名様名様
ケルヒャー

K MINI

どれか
100100
名様名様 1,000円分

クオカード・ジェフグルメカード・
こども商品券の

11名様名様
KPC-MA2-B

アイリスオーヤマ

電気圧力鍋

2023年 きょうさいガイドブック・ニュース

あなたのイラスト・絵画・工芸などが表紙を飾ります！

応募締切

12/28
必着●応募は1人1点、未発表の作品に限ります。 ●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。

●応募作品の写真は返却できません。 ●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。

（水）

※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）

表紙デザイン募集！！表紙デザイン募集！！
応募者全員に
記念品贈呈！！

（新規入会者は当センター入会月の翌月１日より登録可）

きょうさい倶楽部
受付センター

（１０：００～１８：００
※年末年始を除く）

フリーダイヤル

きょうさい倶楽部のご利用には、
登録が必要です。

※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。

事業所コード＋会員コード
（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

入力は
“半角”で 会員規約を確認し

同意する2

会員情報を登録する３

1 ログイン

きょうさいHPもしくは
QRコードからアクセス！

メルマガ登録でお得な
情報が届きます！

０８００‐９１９‐６２３９

利用方法・登録方法に
ついてのお問合せ登録は　 　ステップ３

きょうさい
倶楽部とは？

会員個人で登録することで、レジャー、グルメ、子育て、ショッピング、教育、資格、趣味
など、幅広いサービスを優待価格でご利用いただける全国型福利厚生サービスです。
会員個人で登録することで、レジャー、グルメ、子育て、ショッピング、教育、資格、趣味
など、幅広いサービスを優待価格でご利用いただける全国型福利厚生サービスです。

謝
　
礼

登録まだの方はこの機会に登録しご活用ください
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