
43

2

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！

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。

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

※サイズ：20cm×15cm
※写真はイメージです
※サイズ：20cm×15cm
※写真はイメージです

10：00～12：0010：00～12：00

受　　付 9：30～9：30～

講　　師 日本ヴォーグ社 日本グラスアート協会認定講師
アトリエKako 竹島愛佳
日本ヴォーグ社 日本グラスアート協会認定講師
アトリエKako 竹島愛佳

と こ ろ サン・ワーク津 1F 研修室サン・ワーク津 1F 研修室

参加資格 会員とその家族 合計2名まで会員とその家族 合計2名まで

10月9日（土）10月9日（土）

9月9日（木）9月9日（木）
45名（最少催行人数10名）45名（最少催行人数10名）
1,3001,300円円（参考料金3,000円）（参考料金3,000円）

グラスアート教室グラスアート教室
グラスアートはステンドグラスにとてもよく似ていますが、ステンドグラスとは違い、ガラスをカットしないので安全で
初心者でも簡単にきれいな作品が作れます！！自分の部屋に飾るのも友達や家族へのプレゼントにもいいですよ！！
グラスアートはステンドグラスにとてもよく似ていますが、ステンドグラスとは違い、ガラスをカットしないので安全で
初心者でも簡単にきれいな作品が作れます！！自分の部屋に飾るのも友達や家族へのプレゼントにもいいですよ！！

2021年9月11日（土）～12月19日（日）

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

下記店舗一覧からご希望の店舗を選び、「利用補
助券＆クーポン」からPart2のクーポンを切取り、
必要事項をご記入のうえ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円割引）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、事業所経由で会員へ請求します。おまち

どうさま！ 2
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！！

↓↓↓

｢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

・和楽井
・まるかん
・麺屋一魂
・幸寿司

《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 : 天巻ランチ（天巻･にぎり4貫）　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
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〉

和レストランはな房 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）
特典ありうを芳 ひつまぶし･レディースひつまぶし

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･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

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 カマスフライ定食（造り･照焼付） 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
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
↓↓↓

特典あり

要予約

お申込み

6ページFAX
HP等で

お申込み

6ページFAX
HP等で 防災商品のご案内防災商品のご案内 申込期限

2022年3月18日

9月1日は防災の日です。みなさんは家に非常袋や備蓄などは用意していますか？用意していらっしゃらない方はこの機会にぜひ
用意してください。また、用意してある方も今一度必要な物を見直し、賞味期限や使用期限などを確認しておきましょう！
今年も全福センター協力のもと、数多くの防災商品をご用意しましたので、是非この機会に備蓄などをご検討ください。

希望小売価格会員価格商品名 内　容

4,180円
（送料込）

4,644円
＋送料

4,860円
（送料込）

5,400円
＋送料

5,300円
（送料込）

5,820円
（送料込）

800円
（送料込）

900円
＋送料

アルファ米
a.ごはんシリーズ

3袋×4種
◇AY 和風メニュー
（五目ごはん･わかめごはん※･山菜おこわ※･赤飯※）

長期保存食
ギフトボックス

b.2日2人分
･アルファ米（五目ごはん×2袋･チキンライス×2袋）
･携帯おにぎり（鮭×2袋･わかめ×2袋）
･ひだまりパン（プレーン×2袋）
･ライスクッキー×2箱
･カレーライスセット×2 袋
・ミルクスティック×2袋

マイレットmini10
10回分3箱セット（1人約3日分）
抗菌性凝固剤30袋、排便袋30袋、
ポケットティッシュ6個、持ち運び袋30袋

水のいらない
泡なしシャンプー
ウェット手袋

水やタオルを使わない、頭髪の汚れを拭き取る
手袋型のシャンプーシートです。
2枚入り×3袋

スマホからは
こちら！

利用方法 ①右記掲載のQRコードを読み取り全福センターホームページへアクセス。
　※PCからの場合は、ジョイフル中勢ホームページから　　　　　　　⇨
②ログイン ID：tk　 　パスワード：zenpuku　を入力
③各種申し込みへ

会員特典 各商品、会員特別料金にてご案内
※1セットからの個別配送、送料無料でご利用いただけます。
※商品代金の他にシステム利用料、決済代行手数料として 1回のご注文ごとに 300 円かかります。（購入金額 50,000 円未満）

9月1日（水）は防災の日
！！

他にも
多数ご用意
しております！

伝統的な武道を通じて
　　健康な心と体をつくろう！
伝統的な武道を通じて
　　健康な心と体をつくろう！

武道教室のご案内武道教室のご案内

期　　間 10月1日（金）～3月31日（木）10月1日（金）～3月31日（木）

15,300円15,300円

場　　所 三重武道館三重武道館
受講対象

お申込方法

お問合せ先

受 講 料

小学校1年生～一般（合気道は小学４年～・弓道のみ中学１年生～）小学校1年生～一般（合気道は小学４年～・弓道のみ中学１年生～）

（週2回） 柔道・剣道・弓道・なぎなた・空手道・太極拳（週2回） 柔道・剣道・弓道・なぎなた・空手道・太極拳

（一財）三重県武道振興会　津市産業・スポーツセンター内　☎059-229-2100

11,300円11,300円（週1回） 空手道・太極拳・居合道・合気道（週1回） 空手道・太極拳・居合道・合気道

津市北河路町19-1　津市産業・スポーツセンター内津市北河路町19-1　津市産業・スポーツセンター内

（半年間）

広 告
三重県武道振興会から

三重県武道振興会事務局備え付けの申込書にご記
入の上、受講料等を添えて同事務局窓口へ提出し
てください。
受付は 9/1 からです。教室に関する質問は、 下記
の事務局までお問合せください。

三重県武道振興会事務局備え付けの申込書にご記
入の上、受講料等を添えて同事務局窓口へ提出し
てください。
受付は 9/1 からです。教室に関する質問は、 下記
の事務局までお問合せください。

https://www.miebudo.com/

お弁当・お茶・
お土産付き！

と　　き

申込締切

参加資格

申込方法

募　　集

協　　賛

参 加 費

コ ー ス

1ページ参照1ページ参照

三重県労福協/こくみん共済coop/東海労金/三重県住宅生協三重県労福協/こくみん共済coop/東海労金/三重県住宅生協

【雨天決行】【雨天決行】

9:30～10:20（時間厳守）9:30～10:20（時間厳守）
集合場所 松阪農業公園ベルファーム しまかぜ食堂前松阪農業公園ベルファーム しまかぜ食堂前

－ 瑞巌寺～横滝寺を巡る －－ 瑞巌寺～横滝寺を巡る －

受　　付

会員とその家族（小学生以上）合計6名まで会員とその家族（小学生以上）合計6名まで

11月6日（土）・7日（日）11月6日（土）・7日（日）

10月6日（水）10月6日（水）各日200名（申込多数の場合は抽選）各日200名（申込多数の場合は抽選）
300300円円（一般料金990円）（一般料金990円）※参加費には、お弁当代、お茶代、お土産代、傷害保険料等を含みます。※一般同伴者の参加はできません。

※参加費には、お弁当代、お茶代、お土産代、傷害保険料等を含みます。
※一般同伴者の参加はできません。

※ただし、荒天時は中止する場合があります。※ただし、荒天時は中止する場合があります。

岩内山口池岩内山口池

※受付でウォーキングマップ等をお渡しします。
受付が終わった方から出発してウォーキングをお楽しみください。
※受付でウォーキングマップ等をお渡しします。
受付が終わった方から出発してウォーキングをお楽しみください。

※持ち物は特にありませんが作成時にハサミを使います。
右利き用のハサミしかご用意がありませんので、左利きの方は普段お使いのハサミをご持参いただきますようお願いいたします。
※持ち物は特にありませんが作成時にハサミを使います。
右利き用のハサミしかご用意がありませんので、左利きの方は普段お使いのハサミをご持参いただきますようお願いいたします。

※参加希望日をご指定ください。（参加はいずれか１日限り）
※お車でお越しの方には、［駐車券］を発行します。申込時に必ず車の台数をご記入ください。
※参加希望日をご指定ください。（参加はいずれか１日限り）
※お車でお越しの方には、［駐車券］を発行します。申込時に必ず車の台数をご記入ください。

まつさか 秋のフリーウォーキングまつさか 秋のフリーウォーキング
三重県内サービスセンター共同事業

松阪農業公園ベルファームを出発して、瑞巌寺・横滝寺
を参拝し、森林公園へ向かいます。
森林を歩いて気持ちよく汗をかけます。アップダウンが
あるのでやや健脚向けコースです。

松阪農業公園ベルファームを出発して、瑞巌寺・横滝寺
を参拝し、森林公園へ向かいます。
森林を歩いて気持ちよく汗をかけます。アップダウンが
あるのでやや健脚向けコースです。

初めてで
も大丈夫

！
初めてで

も大丈夫
！

松阪農業公園ベルファーム(受付)…ウエストパーク松阪…信号交差点(瑞巌寺入口)…瑞巌寺案内看板…岩内山口池(松阪市内見渡せます)･瑞巌寺(参拝)…

三重の塔…《急な坂道が続きます/約15分》…横滝寺(参拝)…不動明王様参拝道入口看板…森林公園管理事務所前(弁当受取･昼食＆休憩)…

ウエストパーク松阪…松阪農業公園ベルファーム【お土産受取＆解散】

10:00頃出発（各自） 10:15 10:20 10:40～10:55

14:00頃13:55

11:00 11:50 12:00～12:3011:25～11:35

※所要時間は10:00に出発した場合の目安です。

（松阪市伊勢寺町551-3）（松阪市伊勢寺町551-3） お土産はベルファームで
とれたさつまいも｢シル
クスイート｣を使った｢さ
つまいもあんのわらび
まんじゅう｣2 個セット！

今回作るのは
こちらの

フォトフレーム
です！！

1枚のガラスに接着剤つきのリード線を貼ってデザイン
を描き、日焼けしにくい特殊フィルムを貼って彩色し、
その作品はステンドグラスの雰囲気を楽しむことがで
き、生活に彩を加えるのにピッタリのクラフトです！

グラスアートとは…アトリエKako
ホームページ

特典あり

10月から　ざるそば→伊勢うどん、水ようかん→サラダ
＜注意事項＞
・御在所ロープウエイ（往復のみ）でのみお使いいただけます。
・他の割引等との併用はできません。
・クーポン1枚につき1名まで。
・利用枚数は1会員 2枚までです。それ以上の利用は
  不正利用として事業所経由で請求します。
・強風等の悪天候により運休となる場合があります。
・現金のみでのお支払いとなります。

（一社）三重中勢勤労者サービスセンター

＜注意事項＞
・御在所ロープウエイ（往復のみ）でのみお使いいただけます。
・他の割引等との併用はできません。
・クーポン1枚につき1名まで。
・利用枚数は1会員 2枚までです。それ以上の利用は
  不正利用として事業所経由で請求します。
・強風等の悪天候により運休となる場合があります。
・現金のみでのお支払いとなります。

（一社）三重中勢勤労者サービスセンター

［約11.5km］［約11.5km］

※アレルギー対応

賞味期限：5年6ヶ月

賞味期限：5年6ヶ月


	4

