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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 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 39，700名
（2022年11月1日現在）

未加入事業所を
ご紹介ください!

表紙デザイン募集 ・・・・・・・2

・・・・・・・・・・・3

V1リーグ女子公式戦チケット
きょうさい倶楽部 
おすすめメニュー

2022表紙デザイン 努力賞 『みんなが幸せになるきょうさい♪』／㈱飯田電気  森下　紀子さん
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表紙デザイン
募集！！

表紙デザイン
募集！！

ご家族やお子様の作品もどしどしご応募ください♪

あなたのイラ
スト・絵画・

工芸などが

　　　　　表
紙を飾ります

！

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

※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

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

※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
参加賞（入賞者以外全員）記念品

●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。

2023年
きょうさいガイドブック・ニュース

テーマ

謝　礼

最優秀賞（1点） 

3万円相当品

応募締切

12/28
必着

（水）注意事項

あてさき

応募方法

応募資格 結果発表

応募者全員に
記念品
進呈‼ 広く自由な発想

で

お寄せください
♪
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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

商売繁盛「伏見稲荷大社」と
あったか茶そばの昼食と宇治平等院

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

  7：00出発 JR姫路駅南

16：30頃着 JR姫路駅南

商売繁盛の「伏見稲荷大社」  9：30～11：30

取扱旅行社このツアーの
申込みは

伏見稲荷大社伏見稲荷大社

※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。

なばなの里なばなの里

2023年1月15日（日）
会員・同居家族　 6,600円
同 　 伴 　 者　　 9,500円

会員・同居家族　10,000円
同 　 伴 　 者　    14,400円

2023年1月22日（日）
行 程

9：00出発 JR姫路駅南

22：00頃着 JR姫路駅南

…宇治平等院 参拝後、
　抹茶参道にて
　ショッピング

12：00～14：15 宇治【あったかい茶そば】の昼食

12：30～14：00 sekigahara花伊吹（昼食）
近江・飛騨・松阪牛の食べ放題近江・飛騨・松阪牛の食べ放題

帰りのバスにて夕食お弁当付き

点灯時間：17：30
15：10～18：30 なばなの里（見学）

国内最大級の光の祭典国内最大級の光の祭典

ツ

三大牛料理食べ放題と
なばなの里ウィンターイルミネーション

※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
12/15
（木）

申込締切
12/15
（木）

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。

222212_きょうさいニュース2022年12月号_P05



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

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

医療機関名 電話番号 住　　　　　　所

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

6

STEP1 STEP2 STEP3

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。

予防接種当日、受付時に
医療機関へ利用券を提出する。

引いた
金額を支払う。1,000円を会計時に

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。

必ず先に予約を!

補助額 1,000円

しし たんたん
唐木指物師・宮下賢次郎さんの指導のもと、高級木材の紫檀を使って、
磨きや仕上げなど唐木指物の工程を体験しながら箸をつくります。

申込締切
1/19
（木）

（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「紫檀の箸づくり教室」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

各6名（申込多数の場合抽選）募集人数

（1）または（2）の方法でお申込みください。申込方法

姫路市書写の里・美術工芸館 竹林工房と こ ろ

会員・同居家族　350円（一般料金700円）参 加 料

2023年1月28日（土）
①  9：30～11：00 ②11：00～12：30
③13：30～15：00 ④15：00～16：30

と 　 き

（五十音順）

共済センターから

利用券を送付します。
他の割引と

併用可

紫檀の箸づくり教室紫檀の箸づくり教室

インフルエンザ
予防接種補助
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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

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

ウィンタースポーツ

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

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）

姫路市立美術館

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）

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）

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）

11/19（土）～2023年1/15（日）
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）

六甲山スノーパーク

〈問合せ先〉 TEL.078-891-0366

〈問合せ先〉 TEL.079-264-1611

12/3（土）～　  3/5（日）予定2023年

※レンタル料金・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2/3（金）まで

スカイバレイスキー場
12/24（土）～　  3/21（火・祝）予定

2023年 12/23（金）～　  4/上旬予定2023年

〈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） 4,300円
（一般料金4,800～5,500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  4,300円（一般料金5,000円）

12/24（土）～　  3/下旬予定2023年

12/10（土）～　  3/下旬予定2023年ハチ北

ハチ

姫路セントラルパーク アイスパーク

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）

（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。
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見  本見  本

©川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会 ⓒ2022「かがみの孤城」製作委員会
「ギーツ／リバイス」製作委員会

ⓒ石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

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）

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。

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）
12/20（火）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

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）

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♪

「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♪

劇場版
転生したらスライムだった件

紅蓮の絆編
かがみの孤城

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

11/25（金）～
ロードショー

12/23（金）～
ロードショー

3才～高校生
800円（当日料金 1,000円）

12/23（金）～
ロードショー

仮面ライダーギーツ×リバイス
MOVIE

バトルロワイヤル
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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

10

発売中発売中 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」

ⓒRyota MoriⓒRyota Mori

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）

宮川彬良（指揮）、篠崎史紀（ヴァイオリン）、宮川知子（ピアノ）
林美智子（スキャット）
日本センチュリー交響楽団

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）

Ｓ席3,500円（一般料金5,000円）
Ａ席2,100円（一般料金3,000円）
Ｂ席1,400円（一般料金2,000円）
※U-25各半額

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

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

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
12/8
（木）

申込締切
12/15
（木）

姫路キャスパホール

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

千原英喜千原英喜

アクリエひめじオープニングシリーズ
宮川 泰×羽田健太郎
二人の宇宙戦艦ヤマト

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）

アクリエひめじ  大ホール

発売開始
12/9
（金）

（全席指定）※未就学児入場不可

「ヤマト」がアクリエひめじで甦る

15：00開演

2023年

3/12（日）

石川さゆり コンサート2023

アクリエひめじ  大ホール

（全席指定）※未就学児入場不可

石川さゆり、待望の姫路でのコンサートが決定。
「津軽海峡・冬景色」「天城越え」など、
名曲の数々を！
澄みわたる歌声が忘れかけている
上質な時間をお届けします。

13：00開演

2023年

3/19（日）

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）

近藤岳
ⓒ平舘平
近藤岳
ⓒ平舘平 中嶋俊晴中嶋俊晴

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

14：00開演

2023年

1/29（日）

合唱シリーズVol.3

千原英喜の世界

（全席指定）※未就学児入場不可

オール千原英喜プログラム
谷川俊太郎 詩：そのかみのかぜ
瀬戸内寂聴 詞：寂庵の祈り　他

千原英喜（指揮・お話）、林 裕美子（ソプラノ独唱）、
千原英喜の世界合唱団、中村実咲、横谷静美（ピアノ）、長田真実（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）

「愛」「祈り」「夢」「希望」を歌にのせて
14：00開演

2023年

3/25（土）

17：00開演

2023年

2/11（土・祝）

観劇観劇観劇観劇観劇観劇観劇 THEATER

一般　6,000円（一般料金　8,000円）

篠崎史紀篠崎史紀宮川彬良宮川彬良

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。

譲ります

掲載締切日：毎月10日

※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）※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。

希望価格　無償
※引き取りしてくださる方

●シャルドネ
ダイニングテーブル1台、
椅子2脚、
背もたれ収納付ベンチ1台、
背もたれ無しベンチ1台 1セット

2000年購入
パイン材の為キズあり
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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

○は1文字
このなかに隠れているものすべて選んでください

A

選択肢（A～D）

B

C D

ご加入
ありがとうございます!

※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12/1（木）頃に開設予定

ホームページアドレス https://www.himeji-kyosai.or.jp/ 12/15
（木）

申込締切

クイズ
u 正解者の中から抽選で100名様に

クオカードをプレゼント！
（1,000円分）

1/4（水）から通常通り営業いたします。
※年内のチケット等の申込みは、12/28（水）午前中までにお願いします。

12/29（木）～1/3（火）休業期間
年末年始の休業日について

Tabist  カプセルホテル APODS 姫路駅前

是非
ご利用ください！

姫路市駅前町222姫路駅前第一ビル7F～8F　　☎079-262-6367

電話予約に限りチェックイン時に会員証提示で 宿泊料金500円引

11/1より

正解者数　1,140名    応募者数　1,155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。
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新規加入事業所 ●京見の森クリニック

219319_きょうさいニュース2022年11月号_P11




