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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。

※一般同伴者の参加はできません。
※子どものみの参加はできません。子ども1人では難しいので、
　大人の方とペアですることをお願いします。
※2人1組で体験となります。　

※一般同伴者の参加はできません。
※子どものみの参加はできません。子ども1人では難しいので、
　大人の方とペアですることをお願いします。
※2人1組で体験となります。　

※参加費は※参加費は

【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！

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
～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

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。

Summer Sweets FestivalSummer Sweets Festival

《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
●利用できるのは右記対象店舗のみ
●他の割引との併用不可
●｢利用補助券＆クーポン｣にある洋菓子クーポンとの併用不可

・洋菓子 タカクワ 　・T2の菓子工房 ハーバー店
・パティスリーラ･パルム･ドール
・ローソン津駅前店
・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

会員のみ会員のみ

ハッピー！！サマースイーツフェスティバルハッピー！！サマースイーツフェスティバル

～夏のおうち時間！美味しい洋菓子を楽しもう！！～～夏のおうち時間！美味しい洋菓子を楽しもう！！～
利用資格 利用期間 2021年7月5日（月）～7月31日（土）2021年7月5日（月）～7月31日（土）

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

①1,000円以上お買い上げ時にご利用できます。
　（対象は洋菓子のみ）
②下のクーポンを切り取って、会員番号、会員
氏名、利用日、店舗名を記入し、現金でお支
払いください。

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。

クーポンご利用の方へ
試食用クッキー
プレゼント！

クーポンご利用の方へ
焼き菓子1つ
プレゼント！

※クーポン利用でお会計の合計から500円引き。
※写真は全店舗すべてイメージです。

利用方法

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）

Happy!!

差額はジョイフル中勢の助成です

津駅前店津駅前店 お菓子処
創業明治30年

●場　所
久居店　津市久居井戸山町大口新開832-8
TEL 059-256-5501
一志店　津市一志町其村 684
TEL 059-293-0513
白山店　津市白山町川口2060-2

●営業時間　久居店・一志店 8:30 ～19:00
　　　　　　白山店 8:30 ～18:00
●定休日　年内無休

●営業時間　久居店・一志店 8:30 ～19:00
　　　　　　白山店 8:30 ～18:00
●定休日　年内無休

●場　所 津市あのつ台 5-2-2
TEL 059-236-6358

●営業時間　10:00 ～19:00
●定休日　月曜 / 火曜
　　　　　（祝日を除く）

●場　所 津市柳山津興 384-2 
ハーバー店

TEL 059-213-1777

●営業時間　10:00 ～18:00
●定休日　不定休

TEL 059-224-3700
●場　所 津市栄町３―２３２
●営業時間　24 時間　●定休日　無休
●場　所 津市栄町３―２３２
●営業時間　24 時間　●定休日　無休

TEL 059-262-0266

250円（税込）
カヌレ 各種1個
（バニラ・ショコラ・スパイス）

378円（税込）

ジュレ・オ・フリュイ
（ぶどう･マンゴー･ブルーベリー･
オレンジ･もも＆チェリー）

150円（税込）
プレミアムロールケーキ

120円（税込）
大きなツインシュー

190円（税込）
いちじくサンド

各

●場　所 津市渋見町３００－３５
TEL 059-213-3100

●営業時間　9:00 ～ 20:00
●定休日　火曜

パティスリーラ・パルム・ドール

※クーポンをご利用
　いただけるのは
　「ハーバー店」のみ
　です。

※クーポンをご利用
　いただけるのは
　「ハーバー店」のみ
　です。

※洋菓子 1,000 円以上のご購入でクー
ポン500円引きの利用ができます。

※洋菓子 1,000 円以上のご購入でクー
ポン500円引きの利用ができます。

1,296円（税込）
りんごのチョコレート（シナモン、コーヒー）

140g
※洋菓子1,000 円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000 円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000 円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000 円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000 円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子1,000 円以上のご購入でクーポン
500円引きの利用ができます。

※洋菓子 1,000 円以上のご購入
でクーポン 500 円引きの利用
ができます。

※洋菓子 1,000 円以上のご購入
でクーポン 500 円引きの利用
ができます。

銅製の型と蜜蝋を使用した
伝統製法で作りました。
銅製の型と蜜蝋を使用した
伝統製法で作りました。

果実を加え、よりみずみずしく
なったゼリーが新登場!
果実を加え、よりみずみずしく
なったゼリーが新登場!

サクッとしたビスケットを口にしますと、クリームたっぷりの
中に甘いいちじくの香りが広がります。
サクッとしたビスケットを口にしますと、クリームたっぷりの
中に甘いいちじくの香りが広がります。

当店一番人気のりんご
チョコレート。
蜜に漬けたりんごにシ
ナモン､コーヒーの風
味をつけミルクチョコ
レートでコーティング
しました。

当店一番人気のりんご
チョコレート。
蜜に漬けたりんごにシ
ナモン､コーヒーの風
味をつけミルクチョコ
レートでコーティング
しました。

おすすめ商品おすすめ商品

おすすめ商品おすすめ商品

おすすめ商品おすすめ商品

おすすめ商品おすすめ商品

おすすめ商品おすすめ商品

と　　き

申込締切

申込・支払方法

募　　集

料　　金

1ページ参照1ページ参照

10：15～10：15～

津市美杉町津市美杉町
と こ ろ 火の谷温泉 美杉リゾート火の谷温泉 美杉リゾート

参加資格 会員とその家族合計4名まで会員とその家族合計4名まで

7月27日（火）7月27日（火）

7月6日（火）7月6日（火）
40名（申込多数の場合抽選）40名（申込多数の場合抽選）

0,0000,000円円（参考料金1,980円）（参考料金1,980円）

お申込み

8ページFAX
HP等でバウムクーヘン教室バウムクーヘン教室

できる限り三重県産の食材を使用し、材料にこだわりぬいたバウムクーヘン教室!! 
自分たちで作ってみましょう！

できる限り三重県産の食材を使用し、材料にこだわりぬいたバウムクーヘン教室!! 
自分たちで作ってみましょう！

割引協定施設からのお知らせ

三重県津市江戸橋1-122-2

2021年7月22日（木）より料金が変更になります。

※3歳未満、障害をお持ちの方(手帳またはアプリの提示)は無料
※駐車料金無料
※入園と無料のコンテンツ･ショーをお楽しみいただけます。
※会員と同伴者 合計5名まで

※昼食夕食プランです。
※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。 ※写真はイメージです。

麺屋一魂
旧住所

移転後新住所

三重県津市栗真町屋町字東之内1687

店舗移転

おやつタウン 料金改定

2021年7月上旬OPEN！！

津市森町1945-11住　　所

0570-082-114電話番号

利用資格 会員と同伴者 利用方法 会員証提示

特　　典

利用資格 会員と同伴者
らーめん一杯につき「大盛、味玉、ねぎ盛り、
辛さ増し」のいずれか1つサービス

利用方法 会員証提示

一般料金会員料金区分
大人（13歳～64歳） 1,400円0,000円
小人（3歳～12歳） 900円000円

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

期間 予約：10名様～9月30日（木）まで9月30日（木）まで

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

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。

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）

ご利用日の5日前までに
ご予約をお願いします。（ ）

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

一般料金会員料金

1,300円800円

無料2歳以下

大 人
（中学生以上）

100円小 人
（3歳～小学生） 500円

ブルーベリー60分食べ放題
＋100円金券付（大人のみ）

休 園 日

と　　き

利用方法
9:30～14:00（最終受付13:00）9:30～14:00（最終受付13:00） 毎週月曜毎週月曜営業時間

【注意】【注意】

津市白山町佐田2745-1
TEL059-264-0550
津市白山町佐田2745-1
TEL059-264-0550

開催場所 猪の倉温泉 いのさん農園猪の倉温泉 いのさん農園
利用資格 会員または家族会員または家族

7月16日（土）～8月下旬まで（なくなり次第終了）7月16日（土）～8月下旬まで（なくなり次第終了）

実がなくなり次第終了します。また生育状況や天候で利用できない場合もあります。実がなくなり次第終了します。また生育状況や天候で利用できない場合もあります。

①上のクーポンを切取り会員番号と会員氏名、利用日を記入し、会員証を持って、
　猪の倉温泉いのさん農園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上の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。
※不正な利用があった場合、事業所経由で会員へ請求します。

①上のクーポンを切取り会員番号と会員氏名、利用日を記入し、会員証を持って、
　猪の倉温泉いのさん農園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上の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。
※不正な利用があった場合、事業所経由で会員へ請求します。

キ リ ト リ 線キ リ ト リ 線

※会員1人が４枚まで利用（会員証1枚でクーポン４枚が上限）
※クーポン1枚につき1人まで
※会員1人が４枚まで利用（会員証1枚でクーポン４枚が上限）
※クーポン1枚につき1人まで

ブルーベリー狩り

利用日／2021年　　　  月　　　  日

会員番号／

会員氏名／

コピー不可

（一社）三重中勢勤労者サービスセンター

7月16日（土）～8月下旬
ブルーベリー狩り

利用日／2021年　　　  月　　　  日

会員番号／

会員氏名／

コピー不可

（一社）三重中勢勤労者サービスセンター

7月16日（土）～8月下旬
ブルーベリー狩り

利用日／2021年　　　  月　　　  日

会員番号／

会員氏名／

コピー不可

（一社）三重中勢勤労者サービスセンター

7月16日（土）～8月下旬
ブルーベリー狩り

利用日／2021年　　　  月　　　  日

会員番号／

会員氏名／

コピー不可

（一社）三重中勢勤労者サービスセンター

7月16日（土）～8月下旬
ブルーベリー狩り

いのさん農園いのさん農園

令和3年度定時社員総会の報告

　書面決議による令和2年度定時社員総会において、令和元年度事業報告・収支決算報告及び監査報告、並びに
理事・監事辞任に伴い新しい理事・監事の選任について、承認可決されました。

[主な報告]

[収支決算報告]
収　入（円）

支　出（円）

会費等収入
64,464,000
（46.37％）

管理費
38,954,009
（24.42％）

生活安定事業
42,574,928
（30.20％）

サン・ワーク津 支出
15,878,883（11.26％）

健康維持増進事業
8,524,733（6.05％）

余暇活動事業
24,246,869（17.20％）

情報提供事業
8,744,741（6.20％）

助成・協賛事業
45,000（0.03％）

サン・ワーク津 収入 
15,874,615（11.42％）

事業費収入
45,660,752
（32.84％）

補助金等収入
13,000,000（9.35％）

雑収入34,226（0.02％）

自己啓発事業
2,024,456（1.44％）

収入合計
139,033,593

支出合計
140,993,619


	2

