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と　　き

申込締切

参加資格

日　　程

募　　集

参 加 費

と こ ろ

休 園 日

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）

2,500円2,500円（一般料金3,800円）（一般料金3,800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。

①下記にあるレッドヒルヒーサーの森入園クーポンを切り取って
　会員番号と会員氏名、利用日を必ず記入し、会員証とクーポンを持って
　レッドヒルヒーサーの森へお出かけください。
②ご利用当日、現地で会員証を提示し現金とクーポンでお支払いください。
③他の割引との併用はできません。

①下記にあるレッドヒルヒーサーの森入園クーポンを切り取って
　会員番号と会員氏名、利用日を必ず記入し、会員証とクーポンを持って
　レッドヒルヒーサーの森へお出かけください。
②ご利用当日、現地で会員証を提示し現金とクーポンでお支払いください。
③他の割引との併用はできません。

【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！

｢レッドヒルヒーサーの森｣の入園がクーポンを利用してお得に！！｢レッドヒルヒーサーの森｣の入園がクーポンを利用してお得に！！

お祝いの晴れやかな御席を彩る会席料理
皆様だけの個室会場をご用意いたします
お祝いの晴れやかな御席を彩る会席料理
皆様だけの個室会場をご用意いたします

①記念スナップ写真撮影1枚プレゼント
（台紙付プリント作成）
②長寿のお祝い用ちゃんちゃんこ無料レンタル
（赤または紫）
③ミニブーケまたはミニ卓上花1個プレゼント

①記念スナップ写真撮影1枚プレゼント
（台紙付プリント作成）
②長寿のお祝い用ちゃんちゃんこ無料レンタル
（赤または紫）
③ミニブーケまたはミニ卓上花1個プレゼント

お祝い会席プランを3コースご用意いたしました

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

夏のプール特集

～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

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

※昼食・夕食のプランです。※飲み物代は含まれておりません。飲み放題プランはお問い合わせください。
※宿泊される場合の料金は直接お問い合わせください。

※昼食・夕食のプランです。※飲み物代は含まれておりません。飲み放題プランはお問い合わせください。
※宿泊される場合の料金は直接お問い合わせください。

利用方法

入 園 料

9:30～17:009:30～17:00

～これから見頃な花の一部をご紹介！！～～これから見頃な花の一部をご紹介！！～

毎週木曜毎週木曜
4月～6月、10月　1,200円⇨4月～6月、10月　1,200円⇨

中学生以上中学生以上

ラグナシアプールパスポート
(入園＋プール＋アトラクションフリー)
ラグナシアプールパスポート
(入園＋プール＋アトラクションフリー)

開園時間

1,0001,000円円
クーポン利用でクーポン利用で

レッドヒルヒーサーの森レッドヒルヒーサーの森

・アガパンサス(見頃6月末頃)
・あじさい(見頃5月～7月)
・スイレン(見頃6月上旬～7月上旬)

・アガパンサス(見頃6月末頃)
・あじさい(見頃5月～7月)
・スイレン(見頃6月上旬～7月上旬)

津市高野尾町2877　Tel：059-230-7789津市高野尾町2877　Tel：059-230-7789

●2歳～小学生はガイドブックの利用補助券のご利用がお得です。●2歳～小学生はガイドブックの利用補助券のご利用がお得です。

●長島温泉湯あみの島をご利用される方は別途入館料が必要です。●長島温泉湯あみの島をご利用される方は別途入館料が必要です。 ※入場規制の為、インターネットなどによる日にち指定前売り券のみの場合が
　想定されますのでお取り扱いがない場合もございます。
※入場規制の為、インターネットなどによる日にち指定前売り券のみの場合が
　想定されますのでお取り扱いがない場合もございます。

※動物園利用は別途料金必要※動物園利用は別途料金必要

アガパンサスアガパンサス

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

あじさいあじさい

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！
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！

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。

利用期間 2021年6月1日（火）～6月27日（日）2021年6月1日（火）～6月27日（日）

7月10日（土）～9月27日（月）7月10日（土）～9月27日（月）

期間

予約制：10名様～
9月30日（木）まで9月30日（木）まで

《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枚以外の使用不可
●他人へクーポンの譲渡、譲受は不可
●利用できるのはレッドヒルヒーサーの森のみ
●他の割引との併用不可

レッドヒルヒーサーの森を楽しもう！！レッドヒルヒーサーの森を楽しもう！！

鳥羽シーサイドホテル お祝いプラン鳥羽シーサイドホテル お祝いプラン
割引提携施設からのご案内

鳥羽シーサイドホテル
鳥羽市安楽島町1084

会　　場

0599-25-8181
【予約受付9:00～19:00】

電話番号

鳥羽シーサイドホテルの下記電話番号へ
お電話にてご予約ください。
その際、ジョイフル中勢の会員であること
を必ずお伝えください。

利用方法

プラン特典プラン特典

①グループ様に乾杯用のスパークリングワイン
（フルボトル1本）をプレゼント！
②ご入浴料が通常2,000円のところ500円
（タオルはご持参ください）
　※大人1名につき入湯税別途150円必要。

①グループ様に乾杯用のスパークリングワイン
（フルボトル1本）をプレゼント！
②ご入浴料が通常2,000円のところ500円
（タオルはご持参ください）
　※大人1名につき入湯税別途150円必要。

ジョイフル中勢会員限定特典ジョイフル中勢会員限定特典

鮑が嬉しい

福コース
7,000円（税込）

松阪牛の入った

祝コース
9,000円（税込）

伊勢海老お造り1尾付

寿コース
11,000円（税込）

｢利用補助券＆クーポン｣にある各施設用の利用補助
券をご利用ください。1冊にある枚数のみお使いいた
だけます。それ以上ご利用になりますとその分をご請
求させていただきます。
ジョイフル中勢の窓口にて数量限定で販売致します。

利用補助券

ジョイフル中勢窓口販売

ジョイフル中勢窓口販売

ジョイフル中勢窓口販売

1人10枚まで

1人5枚まで

当日、プール入場ゲートへそのまま入場できます！

利用補助券

利用補助券

鈴鹿サーキット

幼児（2歳以上）
小学生

利用補助券＆クーポンの
利用補助券使用 一般料金会員料金

2,800円2,100円
1,000円 1,500円

入園
＋

プール

中学生以上
小学生

券　種 対　象 一般料金会員料金
3,300円2,500円

1,500円 2,100円
幼児（3歳以上） 1,000円 1,500円
シニア（65歳以上） 1,500円 2,100円

サマー
パスポート

中学生以上
小学生

5,900円4,700円
3,400円 4,300円

幼児（3歳以上） 2,200円 2,900円
シニア（65歳以上） 3,400円 4,300円

利用補助券

日本モンキーパーク

入園
＋

プール
ワンデー
パスポート
＋

プール

大人（中学生以上）
こども（2歳以上）

券　種 対　象 一般料金会員料金
2,200円1,400円

1,000円 1,700円
大人（中学生以上） 3,400円 4,700円
小学生 3,000円 4,200円

幼児（2歳以上） 2,400円 3,500円

6月26日（土）～9月26日（日）6月26日（土）～9月26日（日）
ラグーナテンボス

大　人
中学生

対　象 一般料金 枚　数
20
20
20
20

会員料金
5,400円4,200円

4,000円 5,100円
小学生 2,700円 3,600円
幼　児 2,100円 2,850円

津市からの
お知らせです！

健康診査を
　　受けましょう！
受診するには、受診券が必要です。受診券は、対象となる人に６月末より順次送付しますので、三重県内の協力医療機関か、
津市内で実施する集団健診で受けてください。協力医療機関一覧や集団健診の日程等詳しくは、6月16日号広報津と同時期に
配布の「令和3年度津市がん検診と健康診査のご案内」または受診券に同封される案内用紙をご覧ください。

問診・身体計測（身長・体重・BMI・腹囲（腹囲測定は特定健康診査のみ））・診察・
血圧測定・血液検査（脂質・肝機能・糖代謝・腎機能・尿酸代謝・貧血等）・尿検査・
心電図検査・眼底検査(一定の基準のもと、医師が必要と認めた場合のみ)

三重県後期高齢者医療に加入している人

体からのメッセージに耳を傾けるためにも健康診査
を毎年受けましょう！
外来で通院治療を受けている人も健診を積極的に受
けましょう！

販売期間：
6/7（月）～
売切れ次第終了

販売期間：
6/7（月）～
売切れ次第終了

住所：三重県桑名市長島町浦安333
Tel ：0594-45-1111

住所：三重県桑名市長島町浦安333
Tel ：0594-45-1111

住所：三重県鈴鹿市稲生町7992
Tel ：059-378-1111

住所：三重県鈴鹿市稲生町7992
Tel ：059-378-1111

住所：愛知県犬山市官林26
Tel ：0568-61-0870
住所：愛知県犬山市官林26
Tel ：0568-61-0870

住所：愛知県蒲郡市海陽町2丁目3番地
Tel ：0570-097117

住所：愛知県蒲郡市海陽町2丁目3番地
Tel ：0570-097117

新型コロナウイルス感染状況等によって、営業が中止になる場合や営業時間等が変更になる場合がございます。 
必ず事前にHP等でご確認の上、お出かけください。

日程未定

7月10日（土）・11日（日）・17日（土）～19日（月）・22日（木）～31日（土）
8月1日（日）～31日（火）

9月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）

7月10日（土）・11日（日）・17日（土）～19日（月）・22日（木）～31日（土）
8月1日（日）～31日（火）

9月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）

ご利用日の5日前までに
ご予約をお願いします。（ ）


