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①ジョイフル中勢へ申込書（6ページ）を FAX・郵送・ホームページまたは窓口持参でお申込みください。（申込多数の場合抽選）
※ホームページ・スマートフォンでお申込みの方は、１週間以内に受付確認メールが届かない場合はジョイフル中勢にご連絡ください。
※FAX でお申込みの方は、必ず着信確認の連絡をお願いします。
②詳細は、締切日以後約1週間（土日含まず）以内にご自宅へご案内と請求書を送付します。
③参加費のお支払いは、期限内にコンビニからお支払いください。（手数料無料）ジョイフル中勢の窓口でもお支払いできます。
※ジョイフル中勢が主催するすべての事業に同伴者のみの参加はできません。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、中止・延期になる場合がございます。

申込・
支払方法

～たて干し・美杉フリーウォーキング・じゃがいも掘り～

と　　き

申込締切 申込方法

募　　集

料　　金

下記参照下記参照 北畠神社庭園北畠神社庭園

11：00～11：00～
受　　付 10：30～10：30～

参加資格 会員とその家族6名まで会員とその家族6名まで

5月23日（日）5月23日（日）

5月10日（月）5月10日（月）
50名（最少催行人数25名）申込多数の場合抽選50名（最少催行人数25名）申込多数の場合抽選
500500円円（参考料金800円）（参考料金800円）※参加費には傷害保険料、弁当代、お茶代、北畠神社庭園入園料含む

※参加費には傷害保険料、弁当代、
お茶代、北畠神社庭園入園料含む

会員証提示会員証提示
集合場所 道の駅 美杉道の駅 美杉（津市美杉町上多気267）（津市美杉町上多気267）

お申込み

6ページFAX
HP等で

お申込み

6ページFAX
HP等で

2021年度家庭常備薬斡旋事業について2021年度家庭常備薬斡旋事業について
今年度は5月号と10月号(予定)の年2回で実施します！！また個人宅郵送が可能になりました！！

事業所取りまとめ担当者の皆様、今までありがとうございました。

と　　き

申込締切

参加資格

日　　程

募　　集

参 加 費

受 付/10：00～10：40【時間厳守】 
散 策/受付した方から出発⇨到着した方から解散
受 付/10：00～10：40【時間厳守】 
散 策/受付した方から出発⇨到着した方から解散

集合場所

時　　間

会員とその家族会員とその家族

4月17日（土）・18日（日）4月17日（土）・18日（日）

3月23日（火）3月23日（火）
各日120名（申込多数の場合は抽選）各日120名（申込多数の場合は抽選）
300300円円（一般料金800円）（一般料金800円）

※一般同伴者は、一般料金にてご参加いただけます。※一般同伴者は、一般料金にてご参加いただけます。

【標高：414m/全コース往復距離約7km/うち登山道：約4.5km】
 歩きやすい山道なので気軽にのんびり登れて初心者にもオススメのコースです！
【標高：414m/全コース往復距離約7km/うち登山道：約4.5km】
 歩きやすい山道なので気軽にのんびり登れて初心者にもオススメのコースです！

～伊勢本街道多気宿の家並みと新緑の北畠神社～
今回は約4kmのコースになります。もう少し歩きたい方には約7kmのコースもあります！

～伊勢本街道多気宿の家並みと新緑の北畠神社～
今回は約4kmのコースになります。もう少し歩きたい方には約7kmのコースもあります！

玉城・国束山フリーハイキング玉城・国束山フリーハイキング

美杉フリーウォーキング美杉フリーウォーキング

～春のさわやかハイキング～～春のさわやかハイキング～

三重県内サービスセンター共同事業

～ジョイフル中勢限定～
道の駅美杉で使える
特別クーポン付き

～ジョイフル中勢限定～
道の駅美杉で使える
特別クーポン付き

悪天候時は中止する場合があります悪天候時は中止する場合があります

く　  　づか　    さんく　  　づか　    さん

アスピア玉城を出発し、ヒジヤ池沿いの平坦な道から登山口へ向かいます。
かつて国束山に訪れた弘法大使を崇めてまつられた巨石『弘法石』、日本武尊が剣の刃を研がれたと
伝わる『と石』、『夢現童女の石標』を経て、『国束寺跡』より山頂を目指す約1 時間の登山です。

コース
内容

アスピア玉城アスピア玉城（度会郡玉城町原4254-1）
※玉城ICより車で10分　勢和多気ICより15分
（度会郡玉城町原4254-1）
※玉城ICより車で10分　勢和多気ICより15分

受付でウォーキングマップ・お弁当・お茶等をお渡しします。
受付を済ませた方から出発して散策をお楽しみください！
受付でウォーキングマップ・お弁当・お茶等をお渡しします。
受付を済ませた方から出発して散策をお楽しみください！

「アスピア玉城」～ ヒジヤ池沿いの道 ～ 弘法石 ～ と石 ～ 国束山登山口 ～ 夢現童女の地蔵 ～ 

～ 国束寺跡／山頂【昼食＆休憩】 ～ 下山 ～ 国束山登山口 ～「アスピア玉城」【解散】

10:00出発として 10:30 11:00

11:30～12:10 12:50頃 13:20頃

＊登山口まではのどかで平坦な池沿いの道を約1.3ｋｍ歩く！

＊山頂まで5分！度会町が望めます♪

＊山頂までは整備された山道を約2.2ｋｍ！

道の駅美杉(受付次第出発) ～ 伊勢本街道多気宿西部 ～ 美杉ふるさと資料館 ～ 
北畠神社(館跡庭園) ～ 伊勢本街道多気宿東部 ～ 道の駅美杉(自由解散)

※ウォーキングマップを配布します

11:00出発として

13:00～13:30 案内

12:00～13:00

14:30

◇ウォーキングルート◇

お車でお越しの方には事前に参加者証明書を配布します。お申込み時にお車の台数をお伝えください。お車でお越しの方には事前に参加者証明書を配布します。お申込み時にお車の台数をお伝えください。

初夏の初夏の まつりまつり
玉城玉城

和菓子和菓子
会員のみ会員のみ利用資格 利用期間 2021年5月6日（木）～5月30日（日）2021年5月6日（木）～5月30日（日）

１,０００円以上
お買い上げの方へ
１,０００円以上
お買い上げの方へ

下のクーポンを切り取って、会員番号と会員氏名、店
舗名と利用日を必ず記入し、現金でお支払いください。
※予約される場合は店舗へ電話連絡し、『ジョイフル
中勢』のクーポン利用と申し出てください。

注意：会員お１人１枚１回限りです。クーポンを複数枚利用された
　　   場合は、後日請求させていただきます。

利用方法

清観堂1882年創業
御菓子司

岡田屋高田本山御用達　創業1868年

御 菓 子 司

伯藤久庵
TEL 059-228-3995

●場　　所　津市栄町3-230（津駅東口前）
●営業時間　平日10:00～1８:30
　　　　　　土曜10:00～17:30
●定休日　月曜、日曜不定休

クーポン部分に
対してポイント
2倍サービス

クーポンご利用の方へ
みたらし(やじろ)1本
プレゼント！

クーポンご利用の方へ
みたらし団子5本入り　　430円⇨380円
みたらし団子10本入り　 860円⇨760円
珈琲わらび1コ　　　　　260円⇨230円
黒糖わらび1コ　　　　　280円⇨250円

2,000円以上
お買い上げの方

青山1個プレゼント！

TEL 059-234-3865
●場　　所　津市高茶屋1-6-5
　　　　　　 （JR高茶屋駅すぐ隣）
●営業時間　9:00～17:00
●定 休 日　月曜・火曜(祝日は営業)
　　　　　　5/6、12、13は臨時休業

TEL 059-227-6388
●場　　所　津市東丸之内20-1
●営業時間　9:00～18:00
●定 休 日　月曜 月2回日曜不定休
　　　　　　　　(電話でご確認ください)

玉　餅店江戸時代後期創業
TEL 059-228-2594

●場　　所　津市大門17-18
●営業時間　9:00～18:00
●定 休 日　月曜(祝日の場合は翌日)

TEL：本店059-225-3212  江戸橋店059-226-9968
●場　　所　本　　店 津市大門20-15
　　　　　　江戸橋店 津市上浜町2-200-1
●営業時間　本　　店 9:00～18:00
　　　　　　江戸橋店 9:00～18:00
●定休日　本店：水曜　江戸橋店：無休

TEL 059-232-2072
●場　　所　津市一身田町626
●営業時間　9：００～19：００　
●定 休 日　火曜

TEL：久居店059-256-5501　一志店059-293-0513　白山店059-262-0266
●場　　所　久居店 津市久居井戸山町大口新開832-8
　　　　　　一志店 津市一志町其村684
　　　　　　白山店 津市白山町川口2060-2
●営業時間　8:30～19:00
●定休日　年内無休

正和堂御菓子司
JR高茶屋駅すぐ隣

クーポンご利用の方へ
手づくりの手ぬぐいから作った
あずま袋1個プレゼント！

クーポンご利用の方に
メッセージ煎餅1袋
プレゼント！

クーポンご利用の方へ
お菓子1個プレゼント！

駐車場
５台あり

《注意事項》
●利用期間が過ぎてしまったクーポンは使用不可
●本ニュース掲載の1枚以外は使用不可
●他人へクーポンの譲渡、譲受は不可
●利用できるのは上記対象店舗のみ
●他の割引との併用不可
●「利用補助券＆クーポン」にある和菓子クーポンとの併用不可

・玉　餅店 　　　　　・御菓子司 正和堂
・御菓子司 風月堂　　 ・御菓子司 岡田屋
・御菓子司 清観堂 　   ・平治煎餅 本店
・平治煎餅 江戸橋店　 ・伯藤久庵 久居店
・伯藤久庵 一志店　　 ・伯藤久庵 白山店

対象店舗

じゃがいも掘りじゃがいも掘り

※現地でジョイフル中勢発行のじゃがいも掘りチケットを
係員に渡してお楽しみください。
　ジョイフル中勢の受付はありません。

※現地でジョイフル中勢発行のじゃがいも掘りチケットを
農園の係員に渡してお楽しみください。
　ジョイフル中勢の受付はありません。

と　　き

申込締切 申込方法募　　集

参 加 費 1区画1区画

▼必ずいずれか1日をお選びください▼必ずいずれか1日をお選びください

下記参照下記参照

10:00～11:00（営業時間内）10:00～11:00（営業時間内）
受　　付

申込制限 1会員どちらか1区画
【1区画10kg保障 ※当日の計量のみ対象です。】
1会員どちらか1区画
【1区画10kg保障 ※当日の計量のみ対象です。】

（度会郡玉城町勝田5248）（度会郡玉城町勝田5248）と こ ろ 玉城ふれあい農園玉城ふれあい農園

参加資格 会員とその家族会員とその家族

今年度から玉城ふれあい農園のみで行います！！※今年度から町屋ファームでのじゃがいも掘りは行いません。今年度から玉城ふれあい農園のみで行います！！※今年度から町屋ファームでのじゃがいも掘りは行いません。

6月5日（土）・6日（日）6月5日（土）・6日（日）

2021年5月8日（土）～8月29日（日）

5月11日（火）5月11日（火）合計40区画合計40区画

1,0001,000円円（参考：一般料金2,100円）（参考：一般料金2,100円）

※一般同伴者の参加はできません※一般同伴者の参加はできません

大きさや形が生育状況で異なります。天候の状況で中止になる場合もあります。ご理解の上、お申込ください。

de

チーズケーキあっせんのご案内チーズケーキあっせんのご案内
昨年度、大変ご好評いただきました鳥羽国際ホテルのチーズケーキ！今年度もあっせんいたします！！昨年度、大変ご好評いただきました鳥羽国際ホテルのチーズケーキ！今年度もあっせんいたします！！

ご自宅に
お届け
〈冷凍便〉

ご自宅に
お届け
〈冷凍便〉

締切日 受取日

●申込・支払方法
①ジョイフル中勢へ6ページの申込書をご記入の上、FAX でお申込みください。
　（窓口申込可）
②締切後。ジョイフル中勢からご自宅に請求書をお送りしますので、コンビニまたは
　ジョイフル中勢窓口でお支払いください。

※会員本人への宅配に限ります。
※冷凍保存で2ヶ月保存できます。解凍後は冷蔵保管で4日以内にお召し上がりください。

会員本人自宅お届けのみ
（送料込み）

会員料金（税込）

3,500円 5,146円チーズケーキ7号サイズ

※冷蔵庫で12時間、解凍して
　お召し上がりください。

参考料金
（ケーキ代＋送料）

5月20日（木） 5月31日（月）～6月13日（日）

助成金額もパワーアップ！！
2021年度2020年度変更点

斡旋時期 5月・10月・1月
事業所のみ
事業所単位で取りまとめ

5月・10月（予定）
個人宅または事業所
個人単位でFAX or 郵送（取りまとめ可）

購入金額2,000円以上で
500円助成
送料は無料

下記表のとおり

納品方法
申込方法

助成金額と送料
購入金額 助成金額 送料
4,000円以上
2,000円以上
2,000円未満

▲1,000円
▲500円
なし

無料
500円
500円

ごごははんん
外で外で 利用資格

実施期間

会員とその家族 各店

200名様
先着順ですので、
ご注意ください。

各店

200名様
先着順ですので、
ご注意ください。

利用方法

注意
事項

①下記店舗からご希望の店舗を選び(数量限定品)クー
ポンと会員証でお食事をお楽しみください。

②｢利用補助券&クーポン｣から外でごはんPart1 クーポ
ンを切取り、会員番号と会員氏名、店舗名、利用日を
必ずご記入後、会員証とクーポンでご利用ください。
注文時にクーポン利用と申し出てください。

※お1人１回にクーポン１枚（500円）利用できます。（合計2枚まで） 
※他の割引との併用はできません。
※不正な利用があった場合、事業所様経由で会員へ請求します。おまち

どうさま！ 1
part

住所や電話番号、
特典についての詳細は
QRコードへアクセス！！

↓↓↓

美杉の魅力を動画で
お届け!!美杉総合支所
地域振興課YouTube
チャンネルはこちらを
チェック!!

｢利用補助券&クーポン｣
からこのクーポンを切り
取って使ってください！
　1枚500円引きに
　　　　なりますよ！

◇他メニュー1,000円以上で500円引きOK

今回対象外の店舗

店舗名

Restaurant Asakura パスタ＆メイン付ランチコース 特典あり
寿司･割烹あら井

・うを芳

《ランチ》北海丼 特典あり
海鮮和食 魚九 海鮮ゴマだれ漬け丼（テイクアウト） 特典あり
大鯛寿司津店 昼 :にぎり寿司ランチ　夜 :にぎり寿司（竹） 特典あり
おやつタウン ベビースターカレー 特典あり
幸寿司 ちらしずしランチ
焼肉･韓国料理 新羅亭 昼のみ 炭火焼肉 350gランチ 特典あり
和食レストラン 生月 ランチメニュー 昼のみ 特典あり
うなぎ処谷本 すべて 特典あり
おうちごはん 寺子屋 寺子屋ランチ〈ドリンク付〉
割烹はな房 彩弁当 特典あり
Broccoli ハンバーグ＋スープセットor サラダセット 特典あり
磨洞温泉 涼風荘 霊泉そうめん（1,000 円 )＋入浴料（700 円） 特典あり
和楽井 全定食メニュー

備考

要予約

対象メニュー クーポン割引
＋会員特典

◇対象メニューのみ

店舗名

かつや イオンモール津南店 かつ丼（梅）またはかつ丼弁当（梅）のみ
かつや 松阪店 かつ丼（梅）またはかつ丼弁当（梅）のみ
かつや 鈴鹿店 かつ丼（梅）またはかつ丼弁当（梅）のみ
直すし お昼 : 盛合せ寿司又はちらし寿司＋茶碗蒸し又はざるそば＋水ようかん 特典あり
Po Café 糖質オフのデリランチ　グリルサラダランチ 特典あり
ローソン津駅前店 おにぎり･お弁当･お寿司・調理麺･サラダ　左記から組合せ自由 特典あり
寿司割烹おくの ランチ : 寿司盛り合わせ（姫）（おまかせ）（築地） 特典あり
シャトーラ･パルムドール パルムドールフルコースランチのみ 特典あり
ミュゼ ボンヴィヴァン ①ランチ デジュネ　②デザート盛り合わせ付き 特典あり

備考

要予約

対象メニュー クーポン割引
＋会員特典

◇他メニューでも備考の金額以上で500円引きOK

店舗名

四季さかな 1,100 円以上のメニュー 1,100円以上
1,500円以上
2,000円以上
2,000円以上
550円以上
600円以上
800円以上
800円以上
800円以上
800円以上
他らーめん可
他らーめん可
他らーめん可

特典あり
三谷高茶屋店 うな丼（3切入り） 特典あり
赤いトタン屋根の猫 赤猫特製ワンプレートランチ 特典あり
焼肉ホルモン香月 すべて 特典あり
笑旨からあげ富やXX タルタルチキンかつ定食 特典あり
割烹茂波 平日 日替わりランチ 特典あり
くもづホテル＆コンファレンス レストランMattone オムライス 特典あり
食事処寿音 彩り定食 特典あり
寿し秀 お昼セット（寿司とうどんまたはそばと小鉢） 特典あり
友食 全定食メニュー 特典あり
らーめんぐち屋 らーめん（とんこつ魚介のしょうゆらーめん） 特典あり
まるかん らーめん白 特典あり
麺屋一魂 エンマ味噌らーめん 特典あり
café and Rest Lansen すべて 特典あり

備考対象メニュー クーポン割引
＋会員特典

位置情報は
こちら
↓↓↓

4,000円以上の
購入がおトク！！

5月号あっせんで
の締切は5月14日
（金）です！！

下記クーポンは他のクーポンや割引全て併用できません！！（利用補助券＆クーポンにあるもの含む）

御菓子司

特典あり

特典あり

要予約

※イメージ※イメージ

弁当・お茶付き
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