
4

3

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！

旧明村役場庁舎（見学） ～～～～ 楠原宿 ～～～～ 鈴鹿C.C.看板のある交差点 ～

～～～ 石山観音公園（昼休憩） ～～～ 鈴鹿C.C.看板のある交差点 ～～～～ 楠原宿 ～

～～～～ 旧明村役場庁舎［自由解散］

10:30～10:40 10:55

約1km
旧伊勢別街道

約1.4km 約1.4km
登り坂

約1.1km
※登り坂あり

約1.4km
旧伊勢別街道

約1.4km
旧伊勢別街道

11:15

11:45～12:45 13:15

13:55

13:35

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

参加資格

募　　集

参 加 費

コ ー ス

10：00～ 　会員証提示10：00～ 　会員証提示受　　付

旧明村役場庁舎 津市芸濃町林346番地2旧明村役場庁舎 津市芸濃町林346番地2集合場所

下部参照 ※申込時に必ず車の台数をご記入ください。下部参照 ※申込時に必ず車の台数をご記入ください。申込方法

会員とその家族　合計6名まで会員とその家族　合計6名まで

11月27日（土） 10：30～11月27日（土） 10：30～

10月27日（水）10月27日（水）
50名（最少催行人数20名）申込多数の場合抽選50名（最少催行人数20名）申込多数の場合抽選
400400円円（参考料金900円）（参考料金900円）

2,5002,500円円（一般料金 1名様3,300円）（一般料金 1名様3,300円）

旧明村役場庁舎～石山観音公園旧明村役場庁舎～石山観音公園

10月1日(金)より各種後期クーポンがご利用いただけます！10月1日(金)より各種後期クーポンがご利用いただけます！

伊勢別街道フリーウォーキング伊勢別街道フリーウォーキング

お申込み

6ページFAX
HP等で

お弁当・お茶・
お土産付き！

お申込み

6ページFAX
HP等で

お弁当・
おやつ付！

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 蚤の市広場松阪農業公園ベルファーム 蚤の市広場

－ 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。

※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。

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農
家市場のさつまいも｢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！

［約11.5km］［約11.5km］ ［約7.7km］［約7.7km］

医療施設名（50音順） 所在地 電話番号 予約 特記

新町整形外科診療所 津市大園町4-29 059-222-5111

榊原温泉病院 津市榊原町1033-4 059-252-1111

木と土の午後・祝日を
接種日とします。

つおき高橋クリニック

寺田医院

津市三重町津興433-87 059-246-7771 不　要

不　要

みえ医療福祉生活協同組合 津生協病院 津市船頭町1721 059-225-2848

遠山病院 津市南新町17-22 059-227-6171 要予約

不　要

要予約

要予約

要予約

要予約

永井病院 津市西丸之内29-29 059-228-5181

二神クリニック

まきのクリニック

津市高野尾町4956-27 059-230-2221

みえ医療福祉生活協同組合 高茶屋診療所 津市高茶屋5丁目11-48 059-234-5384

みえ医療福祉生活協同組合 白塚診療所 津市白塚町3568-4 059-232-0749

渡部クリニック 津市乙部5-3 PMCビル1F 059-246-6771 不　要

津市美里町足坂165-2 059-279-5111

上津台小児科クリニック 津市一身田上津部田1504-16 059-231-2121

たかはし内科 津市西丸之内38-11 059-221-1000 要予約

かわいクリニック 津市河芸町浜田688-1 059-245-5900 要予約

しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 津市大園町10-49 059-213-8741

津市野田778-1 059-237-3378

刀根クリニック 津市香良洲町1875-1 059-292-7007

高野尾クリニック 津市高野尾町1890-76 059-230-3738 不　要

第2・4の土、日・祝

木と土の午後、日・祝

木と土の午後、日・祝

西出医院 津市久居野村町600-21 059-255-1115 日・祝

土の午後、木・日・祝

前沢整形外科 要予約津市久居相川町2112 059-255-5288 土の午後、木・日・祝

まつしまクリニック 要予約

要予約

要予約

要予約

津市久居小野辺町1763-5 059-255-8600

日・祝

川浪内科 津市八町2-15-9 059-223-3211 木の午後、日・祝

第1・3・5土、日・祝

木と第4・5土の午後、日

たなか内科 津市観音寺町446-77 059-224-7711 不　要 木と土の午後、日・祝

木・日・祝
（お問い合わせください）

水・日・祝

坂口医院 津市垂水1889-30 059-228-2262 木の午後、日・祝

日・祝

木と土の午後、日・祝

駒田医院 津市芸濃町林190-2 059-265-2016 不　要

不　要

不　要

不　要

接種時間は月～土の
9:00～12:00

予約、接種開始日未定

開始日は未定

接種開始日は未定
お電話にてお問い合わせください。

木と土の午後、日・祝

木・日・祝

火と土の午後、日・祝

木の午後、日・祝

津ファミリークリニック 津市押加部町16-46 059-273-5000 火と土の午後、日・祝

木と土の午後、日・祝

月・水・木・土の午後

土の午後、日・祝

休診日
11月中旬以降 (コロナワクチンが
終了した頃 ) に開始します。お電
話にてお問い合わせください。

お電話にて
予約してください。

三井整形外科 要予約津市雲出本郷町1400-1 059-234-3838 木の午後、日・祝

緑の街医院 要予約津市長岡町3018-3 059-213-5111 土の午後、水・日・祝 お電話にて
お問い合わせください。

お電話にて
お問い合わせください。
事前にお電話にて
お問い合わせください。
HPでご確認ください。
TELでのお問い合わせは平日14：00～17：00

お電話にて
お問い合わせください。

11月以降に開始予定

11月から開始予定

やまぐちクリニック 津市垂水2797-1 059-224-7777 木と土の午後、日・祝

木と土の午後、祝

お電話にて
お問い合わせください。

お電話にて
お問い合わせください。

お電話にて
お問い合わせください。

不　要

不　要

不　要

要予約

要予約

※新型コロナウイルスの影響により、上記内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

●必ず受付時にクーポンと会員証をご提出ください。精算時にご提出されてもお使いいただけません。
●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の対象医療機関のみ
●インフルエンザ予防接種助成金との併用不可
●市が実施している高齢者助成は併用可
●利用できるのは会員本人のみ

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一般同伴者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

青山高原を遠くに眺め、高低差わずかのフラットな地形に大自然林を活かしてレイアウトされた趣のあるコース青山高原を遠くに眺め、高低差わずかのフラットな地形に大自然林を活かしてレイアウトされた趣のあるコース

と　　き

申込締切

募　　集

料　　金

競技方法 ハーフコンペ(前半がOUTスタートの方はOUTスタートの方の中で、
INスタートの方はINスタートの方の中でそれぞれ順位を決定します)
ストロークプレー・Ｗペリア方式 同ネットの場合、ハンディ上位。
同ハンディの場合、年長者上位。

ハーフコンペ(前半がOUTスタートの方はOUTスタートの方の中で、
INスタートの方はINスタートの方の中でそれぞれ順位を決定します)
ストロークプレー・Ｗペリア方式 同ネットの場合、ハンディ上位。
同ハンディの場合、年長者上位。

と こ ろ 青山高原カントリークラブ青山高原カントリークラブ

参加資格

スタート

会員と家族、一般同伴者会員と家族、一般同伴者

11月21日（日）11月21日（日）

11月7日（日）11月7日（日）
56名（各7組）申込多数の場合抽選56名（各7組）申込多数の場合抽選

※参加費にはセルフプレー代、昼食付、賞品代、
　傷害保険代を含みます。追加費用は、各自で精算してください。
※当日、プレー代はプレー後に自動精算機で10,500円をお支払いいただきますが、
　受付時に会員とその家族の方にはサービスセンターの補助として
　クオカード（1,000円分）をお渡しします。

※参加費にはセルフプレー代、昼食付、賞品代、
　傷害保険代を含みます。追加費用は、各自で精算してください。
※当日、プレー代はプレー後に自動精算機で10,500円をお支払いいただきますが、
　受付時に会員とその家族の方にはサービスセンターの補助として
　クオカード（1,000円分）をお渡しします。

※お弁当代、おやつ代、傷害保険代等含まれます。※お弁当代、おやつ代、傷害保険代等含まれます。

受　　付 8:00～8:00～ 9:03～（アウト・イン同時）9:03～（アウト・イン同時）
（津市稲葉町3191）（津市稲葉町3191）

お申込み

6ページFAX
HP等でジョイフル中勢ゴルフ大会ジョイフル中勢ゴルフ大会第26回第26回

一般同伴者

ビジター料金 青山高原C.C メンバー
会員とその家族 9,500円

10,500円
5,000円
6,000円

新型コロナウイルス拡大防止の観点から、プレー後
の表彰、パーティーは行いません。
景品の該当者はプレー後精算時にお渡しします。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。

【表彰・パーティーについて】

クラブハウスから
スタートホールま
では有名な「亀甲
橋」を渡って行くこ
とができます

クラブハウスから
スタートホールま
では有名な「亀甲
橋」を渡って行くこ
とができます

クーポンは1会員につき1冊分しかお使いいただけません。
譲渡や譲受は絶対にしないでください。その場合、不正利用として事業所経由で請求します。
クーポンは1会員につき1冊分しかお使いいただけません。
譲渡や譲受は絶対にしないでください。その場合、不正利用として事業所経由で請求します。

①利用補助券＆クーポンにあるアニバーサリー花クーポン（後期）を切り取って、会員番号と会
員氏名、店舗名、利用日を必ず記入して会員証とクーポンを持って対象店舗で利用してくださ
い。※ご予約時は必ずクーポン利用の旨をお申し出ください。お店での直接購入もできます。
②お支払い時に会員証を提示し現金とクーポンでお支払いください。

①利用補助券＆クーポンにあるアニバーサリー花クーポン（後期）を切り取って、会員番号と会
員氏名、店舗名、利用日を必ず記入して会員証とクーポンを持って対象店舗で利用してくださ
い。※ご予約時は必ずクーポン利用の旨をお申し出ください。お店での直接購入もできます。
②お支払い時に会員証を提示し現金とクーポンでお支払いください。

・右に掲載されている店舗のみで利用可能です。
・支払いは現金のみです。
・他の割引との併用はできません。

・右に掲載されている店舗のみで利用可能です。
・支払いは現金のみです。
・他の割引との併用はできません。

利用方法

注意事項

利用期間 後期　2021年10月1日（金）～2022年3月13日（日）後期　2021年10月1日（金）～2022年3月13日（日）
アニバーサリー花クーポンのご案内アニバーサリー花クーポンのご案内

＊花乃館 野乃花
＊花 you
＊花のトヨダ セノパーク店
＊APOA

津市久居野村町327-11

津市神納町1-24

津市白塚町鎌田3939-1

津市藤方1704-2

1,000円以上の購入で
500円引き！

対象店舗

～クーポン利用開始のご案内～～クーポン利用開始のご案内～

9/11より外でごはんPart2が始まっております！ぜひご利用ください！！

各種クーポンは
このA4サイズの
「利用補助券＆
クーポン」にあり
ますよ！

・右に掲載されている店舗のみで利用可能です。
・支払いは現金のみです。
・他の割引との併用はできません。

・右に掲載されている店舗のみで利用可能です。
・支払いは現金のみです。
・他の割引との併用はできません。

利用方法

注意事項

利用期間 後期　2021年10月1日（金）～2022年3月13日（日）後期　2021年10月1日（金）～2022年3月13日（日）

鳥羽国際ホテル ライブラリー＆バー鳥羽国際ホテル ライブラリー＆バー

ご利用の際は必ず前日18時までにご予約下さい。
ご予約はこちら⇒0599-26-4121（9:00～19:00）
ご利用の際は必ず前日18時までにご予約下さい。
ご予約はこちら⇒0599-26-4121（9:00～19:00）

12:00/12:30/13:0012:00/12:30/13:00
1名様1名様

2021年10月1日（金）～10月31日（日）限定2021年10月1日（金）～10月31日（日）限定

和菓子対象店舗 洋菓子対象店舗

1,000円以上の
購入で

500円引き！

1,000円以上の
購入で

500円引き！
和菓子・洋菓子クーポンのご案内和菓子・洋菓子クーポンのご案内25

周
年
記
念

必ず〇の部分が後期のものをご利用ください！

必ず〇の部分が
後期のものを
ご利用ください！

・玉吉餅店
・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
・栄昇軒
・たけや製菓

・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
・伯藤久庵 久居店
・伯藤久庵 一志店
・伯藤久庵 白山店
・一華堂

①利用補助券＆クーポンにある和菓子クーポン･洋菓子クーポン（後期）を切り取っ
て、会員番号と会員氏名、店舗名、利用日を必ず記入して会員証とクーポンを持っ
て対象店舗で利用してください。※ご予約時は必ずクーポン利用の旨をお申し出
ください。お店での直接購入もできます。
②お支払い時に会員証を提示し現金とクーポンでお支払いください。

①利用補助券＆クーポンにある和菓子クーポン･洋菓子クーポン（後期）を切り取っ
て、会員番号と会員氏名、店舗名、利用日を必ず記入して会員証とクーポンを持っ
て対象店舗で利用してください。※ご予約時は必ずクーポン利用の旨をお申し出
ください。お店での直接購入もできます。
②お支払い時に会員証を提示し現金とクーポンでお支払いください。

・鳥羽国際ホテルのアフタヌーンティーのみで利用可能です。
・支払いは現金のみです。　・クーポン1枚につき1名のみ
・ほかの割引との併用はできません。

・鳥羽国際ホテルのアフタヌーンティーのみで利用可能です。
・支払いは現金のみです。　・クーポン1枚につき1名のみ
・ほかの割引との併用はできません。

利用方法

利用期間

注意事項

場　　所

利用時間

クーポン利用時の会員料金

会員のみ会員のみ利用資格

①鳥羽国際ホテルの下記電話番号へ電話にてご予約下さい。
　※必ずジョイフル中勢の会員であることとクーポン利用の旨をお申し出ください。
②下記アフタヌーンティークーポンを切り取って、会員番号と会員氏名、利用日を
　必ず記入して会員証とクーポンを持って対象店舗で利用してください。
③お支払い時に会員証を提示し現金とクーポンでお支払いください。

①鳥羽国際ホテルの下記電話番号へ電話にてご予約下さい。
　※必ずジョイフル中勢の会員であることとクーポン利用の旨をお申し出ください。
②下記アフタヌーンティークーポンを切り取って、会員番号と会員氏名、利用日を
　必ず記入して会員証とクーポンを持って対象店舗で利用してください。
③お支払い時に会員証を提示し現金とクーポンでお支払いください。

※予約状況によりメインダイニングシーホースとなる場合がございます。※予約状況によりメインダイニングシーホースとなる場合がございます。 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

キ リ ト リ 線キ リ ト リ 線

会員番号／

会員氏名／

利用日／2021年　　  　　月　　　　  日

コピー
不可要予約

要予約

会員本人のみ

鳥羽国際ホテル アフタヌーンティークーポン鳥羽国際ホテル アフタヌーンティークーポン

鳥羽国際ホテルのアフタヌーンティーを楽しもう！鳥羽国際ホテルのアフタヌーンティーを楽しもう！

※他のサービスと併用できません。
※不正利用があった場合、事業所経由で請求します。

利用期間 2021年10月1日（金）～10月31日（日）限定2021年10月1日（金）～10月31日（日）限定

※利用日にこのクーポンと会員証をご持参ください。※利用日にこのクーポンと会員証をご持参ください。

アフタヌーンティー1名様料金アフタヌーンティー1名様料金

一般料金

3,300円2,500円
会員料金

クーポン利用時の

～ 『インフルエンザ予防接種クーポン 対象医療機関』一覧 ～
各医療機関の診療日、予約の有無などをご確認ください。

～10:30 受付として～

おやつは
栄昇軒の

「芸濃のさと」
2コセットです！
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