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浜坂漁港カニフルコース、「応挙寺」の名で親しまれる大乗寺をめぐる旅
まずは大乗寺。天平 17 年（745 年）に行基菩薩によって開かれた高野山真言宗のお寺です。江戸
中期の画家円山応挙やその一門の画家たちの襖絵などがたくさんあるので「応挙寺」の名で親しまれ
ております。こちらではガイド付きで応挙の襖絵を見学していただきます。昼食は但馬海岸最大の海
産物魚市場でゆで姿ガニ、焼きガニ、カニ刺しなどのフルコースをお召し上がりいただきます。
冬の味覚をいち早く！同僚やご家族などたくさんのご参加お待ちしております。
日

程：１１月２９日＇日（

行

先：但馬 浜坂・香住方面

集合時間：７時４５分

円山応挙の
襖絵！

出発：８時００分

集合場所：伊丹アイフォニックホール前
対

象：共済会員と会員の家族

料

金：会員→７,５００円

家族→８,５００円

募集人数：４０名＇先着順、最少催行人数１５名（
申込方法：別紙申込書で１０月３０日＇金（までに商工労働課まで。

５０００円相当の
カニ料理！

行程：伊丹アイフォニックホール前 8:00 === 9:45 道の駅但馬のまほろば（休憩）10:00 ===
11:15 大乗寺（円山応挙の襖絵拝観）12:00 === 12:30 浜坂港（昼食・海産物お買物）14:00 ===
15:20 海鮮せんべい但馬（お買物・試食）16:00 === 伊丹アイフォニックホール前 18:00 着
※時間は前後することがあります。

前売券斡旋販売のお知らせ！
飲食店とまちの活性化を目指した食べ歩き・飲み歩きのイベントです。１枚のチケットと引き換えに
お店でドリンクとピンチョス（一品）を楽しめます。「オトラクな一日」も同時開催され、様々なジャン
ルのミュージシャン達がまちなかを演奏してまわります。
開催日：１０月２４日（土）１２時～
開催場所：伊丹市中心市街地エリア内参加店舗
バルチケット前売券：通常３,５００円（１冊５枚綴り）
↔

斡旋価格

３,２００円

＜一人５冊まで＞

購入方法：商工労働課窓口でご購入下さい

販売期間：９月２４日（木）～１０月２２日（木）まで

（２）
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クライマックスシリーズ観戦券 抽選販売のお知らせ
☆阪神タイガースがリーグ戦で 1 位になった場合

↔ 第２ステージの全６試合を販売。

試合
開催日（開始時刻未定）
第１戦
１０月 １４日（水）
第２戦
１０月 １５日（木）
第３戦
１０月 １６日（金）
第４戦
１０月 １７日（土）
第５戦
１０月 １８日（日）
第６戦
１０月 １９日（月）
※先に４勝した球団を勝者とするため、第４戦・第 5 戦・第 6 戦は開催されない場合があります。

☆阪神タイガースがリーグ戦で２位になった場合

↔ 第１ステージの全３試合を販売。

試合
開催日（開始時刻未定）
第１戦
１０月１０日（土）
第２戦
１０月１１日（日）
第３戦
１０月１２日（月・祝）
※先に２勝した球団を勝者とするため、第３戦は開催されない場合があります。

☆阪神タイガースがリーグ戦で３位以下になった場合

↔

販売はありません。

◆販売はすべて甲子園球場での開催分です。
◆２席で１セットです。販売予定価格：アイビーシート１０,０００円、ライト外野４,４００円
◆雨天等で中止・ノーゲームとなる場合は原則翌日順延となるため入場券は順次繰り下げて有効となります。
払い戻しはいたしません。ただし、勝者が決定し、開催されない試合は払い戻しいたします。

◎申込方法・同封の申込書でＦＡＸまたは郵送でお申込ください。
・お一人につき 1 枚の申し込みとしますが、複数ゲームの申し込みはできます。
・締め切り後に抽選し当選者にのみ、お知らせします。
１０月５日(月) 締切 ⇒

６日(火) 抽選・当選者に連絡

）ＣＳでタイガーズが優勝した場合、日本シリーズの観戦券も販売する予定ですが、１１月号のニュースでは
間に合わないため、ホームページでお知らせします。ご希望の方は商工労働課にお問い合わせください。
申込書をお送りいたします。＇日本シリーズは１０月２４日からの予定です（

伊丹市東野地区周辺

さつまいも掘り

期間：１１月３日（火・祝）までの土曜日・日曜日 ・ 祝日
＜２０口以上のお申し込みなら土日祝以外でもＯＫ！＞
時間：午前１０時～１２時、午後１時～３時
料金：１口（４株） 通常６００円 →

５００円

①商工労働課にて入園券を購入
②農業政策課（商工労働課の隣）で日時と口数の予約
＜日程と時間（１０時・１１時・１３時・１４時）を決めておいてください＞
③入園案内を農業政策課からお渡し
④当日、現地（指定の農園）で入園券を渡してさつまいも掘りスタート！
※雨天時の確認や、キャンセル時は必ず指定の農園にご連絡をお願いします。

丹波市 春日農園

梨狩り・黒枝豆狩り

＜梨狩り＞ 期間：～１１月初旬
料金：大人＇中学生以上（８００円→６００円、子供＇小学生（６００円→４００円、幼児＇３歳～未就学（４００円→３００円
＜黒枝豆狩り＞ 期間：１０月８日頃～１１月３日頃＇お電話で直接ご確認ください（ 入園料：８００円→６００円

丹波市春日町野上野

℡0795-74-2211／090-9092-7787＇岡田（
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ホテル北野プラザ六甲荘【[SONE]北野坂 JAZZ 鑑賞券付き

（３）

宿泊プラン】

創業昭和４４年。神戸で最も有名なジャズライブハウス「SONE（ソネ）」での
観賞券とワンドリンク付きの宿泊プラン！
平日ツインルーム（朝食付）お一人様

￥８,０００（通常￥10,000）

※休前日は￥２，０００増
※ミュージックチャージが特別料金の場合、通常料金との差額をお店にてお支払いとなります。

※特別なご案内につき、ご予約時に必ず「福祉共済会員」であることをお申し出ください。
＇会員証を必ずご持参ください。（
ご予約・お問合せ：ホテル北野プラザ六甲荘
神戸市中央区北野町１－１－１４ TEL：０７８－２４１－２４５１
※ジャズライブ＆レストラン ソネ 神戸市中央区中山手通 1-24-10
三宮駅下車 徒歩で北野坂を北上５分 http://www.kobe-sone.com/index.html
※写真はイメージです。

ひょうご憩の宿 六甲保養荘

特選和牛焼しゃぶと一千万ドルの夜景と温泉

会員料金 宿泊＇１泊２食、税込（60 歳以上の方
一般料金宿泊＇１泊２食、税込（ 60 歳以上の方
日帰り 5,400 円

9,180 円
9,720 円

60 歳未満の方
60 歳未満の方

10,260 円
10,800 円

60 歳未満の方は別途入湯税をお預かりします。＇宿泊 150 円：日帰り 75 円（
ご予約・お問合せ
共済会員である旨を伝えてご予約下さい。当日は会員証をお持ちください。
住所：西宮市越水社家郷山 1-95 電話：０７９８－７３－１３５１ URL：http//rokko-hoyoso.jp
アクセス
車：中国自動車道西宮北ＩＣから約１５分 電車・バス：阪急夙川駅又 JR さくら夙川から
「さくらやまなみバス」「かぶとやま荘」下車、すぐ＇所要時間約２０分（
ひょうご憩の宿グループ
新たんば荘 079-552-3111、津名ハイツ 0799-62-1561、赤穂ハイツ 0791-48-8935、
いこいの村はりま 0790-44-1750 も会員割引でご利用頂けます。詳細は各施設にお問い合わせ下さい。

新大阪江坂東急 REI ホテルからお知らせ ホテル内レストラン

※写真はイメージです。

シャングリ・ラ

予約時に「伊丹市中小企業勤労者福祉共済会員」である旨を伝え、ご清算時に被共済者証を提示していただくと、
下記のサービスが受けられます。同伴者の方も割引きできますので、ぜひ皆様でご利用ください。
予約：℡ 06-6338-4095 レストラン直通
①【土・日・祝日ランチバイキング(11:30～14:00)】⇒ 10 月 31 日迄
通常料金の１０％割引
大人１，５５０円⇒１，３９５円、
シルバー＇６５歳以上（１，４００円⇒１，２６０円
小学生 ８４０円 ⇒ ７５６円
幼児＇4～５歳（４２０円 ⇒ ３７８円
※２１０円追加でソフトドリンクバー付き
②【秋のおすすめディナー(17:30～21:00)】 ⇒ 10 月 31 日迄
通常４，２００円のコース ⇒ ３，７８０円
洋コース 『魚と肉料理のついたフルコース』 全７品
和コース 『山海の素材を活かした和コース』 全８品
◆新大阪江坂東急ＲＥＩホテル◆ 〒564-0051 吹田市豊津町 9-6 ℡ 06-6338-0109 FAX06-6338-8010
地下鉄御堂筋線江坂駅＇９番出口（より徒歩１分＜地下鉄で新大阪駅より４分・梅田駅より９分＞

（４）
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観劇券の斡旋

ご希望の公演がございましたら、商工労働課までお電話でお申し込み下さい。チケットが届きましたら

ご連絡いたしますので、料金と引き換えにチケットをお渡しします。申込締切日以降のキャンセルはお受けできません。
宝塚歌劇 宙組公演
シェイクスピア没後 400 年メモリアル
ミュージカル 『Shakespeare

『三匹のおっさん』

〜空に満つるは、尽きせぬ言の葉〜』
劇作家、ウィリアム・シェイクスピア。
その没後 400 年の節目となる 2016
年の幕開けに、宝塚歌劇ではシェイ
クスピア自身を主人公としたオリジナ
ル・ミュージカルに挑みます。
シェイクスピアの創造力を共に育み、
支え続けた妻アン・ハサウェイ。その
才能を見出し、創作の場を与えた後
援者、ハンズドン卿ジョージ・ケアリ
ー。インスピレーションを与えたとされ
©宝塚歌劇団
るも、正体が謎に包まれた
「ダーク・レィディ」・・・。
史実と戯曲とを交錯させつつドラマティックに紐解きます。

武闘派２匹＆頭脳派１匹が
町のトラブルに立ち向かう、
還暦ヒーロー活劇シリーズ!!

◆会場：新歌舞伎座
◆出演：松平健、中村梅雀、西郷輝彦 ほか
◆日時：１０月２１日＇水（ １１：３０
１０月２４日＇土（ １１：３０
◆料金：２階席通常 5,000 円 → ３,５００円
◆締切日：１０月８日＇木（
・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・

『放浪記』

ダイナミック・ショー 『HOT EYES!!』
朝夏まなとの大きく真っ直ぐな“瞳”。その瞳に宿る、輝きや
情熱から受ける様々なイメージをテーマに、エレガンスとダイ
ナミックさを合わせ持った作品。

◆会場：宝塚大劇場
◆主な出演者・・朝夏まなと、実咲凜音
◆日時・料金：
１月２日＇土（ １５：００ A 席 ５,３００円
１月３日＇日（ １１：００ Ｓ席 ８,１００円
◆締切日：１１月１２日(木)

演劇界の金字塔『放浪記』
仲間由紀恵へ
―森光子から
受け継がれる心
◆会場：新歌舞伎座
◆出演：仲間由紀恵 ほか
◆日時：１１月２２日＇日（ １１：３０
１１月２８日＇土（ １１：３０
◆料金：３階席通常 4,000 円 → ３,０００円
◆締切日：１０月１９日＇月（

※チケットの納券時期は１２月上旬予定です。

料理自慢ときめきの宿

２０１５・秋冬

ときめきの宿ふるさとネットは全国７２件の宿が登録されています。
「伊丹市中小企業勤労者福祉共済会員」
である旨を伝え、ご利用当日に被共済者証を提示していただくと優待特典が受けられます。
（優待内容の詳細はホームページをご覧ください）※ご予約・お問い合わせは直接宿の方にお願いします。

ただいま商工労働課窓口に一人一泊１,０００円割引券がありますのでご利用ください！!
がんこおやじの かも鍋、ぼたん鍋 (11～3 月)
滋賀県・余呉湖 民宿みずうみ ℡ 0749-86-3213

鍋料理の王者 クエ料理
和歌山県・日高 橋本荘

名物かも鍋は天然のかもをしゃぶしゃぶで味わう。
ぼたん鍋のこだわったみそ味も自慢。
◇1 泊 2 食 かも鍋、ぼたん鍋各 10,000 円(消費税別)

ふぐよりうまいといわれる超高級魚。活クエ鍋セットはクエ
鍋、内臓料理、雑炊が付く。
◇１泊２食 活クエ鍋セット 14,300 円。活クエフルセット
17,300 円。休前日 1,000 円増、２名 1,000 円増(消費税別)

自家山で松茸狩りと松茸料理 (10～11 月上旬)
京都府亀岡・ほん梅の里 ℡0771-26-3087
秋１番のグルメはやっぱりまつたけ。自家松茸山の
ほんもの松茸を亀岡黒毛和牛のすきやきと松茸ご飯
で味わう。
◇１泊２食松茸料理 12,000 円 フルコース 17,000 円
日帰り松茸狩り 11,000 円 (消費税別)
「料理自慢ときめきの宿２０１５秋冬」

(10～3 月)
℡ 0738-64-2157

冬の味覚の王者 かに料理 (11～3 月)
兵庫県・香住 三浦屋 ℡ 0796-36-1091
厳選した香住に水揚げされる『タグ付き香住松葉カニ』を使用。
◇１泊２食 かにスキ・焼きがにコース 15,500 円 フルコース
19,000 円 土・祝前日 1,000 円増(消費税込)

は他にもたくさんあります！ホームページまたは商工労働課窓口まで！

◆お知らせ◆
平成２７年９月をもって「スーパーランドリーホワイトハウス」との契約を終了しましたのでお知らせいたします。

平成２７年度 伊丹市中小企業勤労者福祉共済

バスツアー 参加申込書
＜日程：平成２７年１１月２９日（日）＞

事業所名
連絡先電話番号
＜平日＞

＜当日＞（できれば携帯電話番号をお願いします）
氏名
↓いずれかに〇をつけてください。
参加者氏名

会員

会員外

(7,500 円)

（8,500 円）

※申込締切日：１０月３０日(金) １７：００

商工労働課 労働 G FAX ７８４－８０４８

備考

