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日本古来の和を大切にしながらも、現代の洋風な家にも合うような創作の
寄せ植えを作ります。
日本古来の和を大切にしながらも、現代の洋風な家にも合うような創作の
寄せ植えを作ります。

と　　き

申込締切

募集人員

料　　金

chouette arbre 飯尾健治 先生chouette arbre 飯尾健治 先生

会員とその家族会員とその家族

講　　師

9：30～11：309：30～11：30

受　　付 9：15～9：15～
（津市島崎町143-6）（津市島崎町143-6）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（中学生以上）会員とその家族（中学生以上）

12月12日（日）12月12日（日）

11月15日（月）11月15日（月）

45名（最少催行人数20名）申込多数の場合抽選45名（最少催行人数20名）申込多数の場合抽選
4,0004,000円円（一般料金6,000円）（一般料金6,000円）

※1会員につきいずれか1名まで※1会員につきいずれか1名まで

※参加費には、植材や講師代、教室代を含みます。
※教室に参加せず、材料のみを持ち帰ることはできません。
※参加費には、植材や講師代、教室代を含みます。
※教室に参加せず、材料のみを持ち帰ることはできません。

飯尾健治プロフィール
・第5回あわじ夢コレクション大賞･兵庫県知事賞受賞
・第9回美し国三重｢寄せ植え｣コンテスト三重県議会長賞受賞
・第10回新春を彩る寄せ植えハンギングバスケット展コンテスト京都府知事賞受賞

飯尾健治プロフィール
・第5回あわじ夢コレクション大賞･兵庫県知事賞受賞
・第9回美し国三重｢寄せ植え｣コンテスト三重県議会長賞受賞
・第10回新春を彩る寄せ植えハンギングバスケット展コンテスト京都府知事賞受賞

※写真はイメージです。植材等、実際のものとは異なります。
※鉢の大きさ：10号（直径約30cm×高さ約20cm）
※鉢の色 ：アイボリー　※鉢の材質：陶器

※写真はイメージです。植材等、実際のものとは異なります。
※鉢の大きさ：10号（直径約30cm×高さ約20cm）
※鉢の色 ：アイボリー　※鉢の材質：陶器

※車椅子をご利用の方もご参加いただけます。※車椅子をご利用の方もご参加いただけます。

表紙参照表紙参照申込方法

お申込み

6ページFAX
HP等でお正月寄せ植え教室お正月寄せ植え教室

割引協定施設からのお知らせ

2021年10月1日(金)より料金が変更になりました。

今年度から個人宅郵送が可能になりました。是非、ご利用ください。

都リゾート 志摩ベイサイドテラス

2021年度家庭常備薬斡旋事業（冬）について2021年度家庭常備薬斡旋事業（冬）について

料金改定 住　　所

利用資格 会員と家族

三重県志摩市阿児町鵜方3618-33
電話番号 0599-43-7222（受付時間9:00～19:00）

利用方法 電話予約⇨会員証提示

一般料金会員料金期間
平　日 20,900円～

休前日 24,200円～
18,700円～
22,000円～

一般料金会員料金期間
平日(月～金)

祝前日を除く日曜日 15,400円～

土曜日、祝前日 18,700円～
13,200円～
16,500円～

新

※上記プランは、ガーデンウイング（中庭側）ご宿泊の料金で、オーシャ
ンウイング（海側）にご宿泊時は上記からそれぞれ3,300円アップと
なります。

※その他詳細については、志摩ベイサイドテラスにお問合せください。

事 務 局 か ら の お 知 ら せ

継続販売窓口チケット：鳥羽国際ホテル マンスリーランチ

各医療機関の診療日、予約の有無などをご確認ください。

※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。

インフルエンザ予防接種クーポンを
使える医療機関が増えました！！
インフルエンザ予防接種クーポンを
使える医療機関が増えました！！

10月号掲載の対象医療機関に加え、11月より下記医療機関も対象となりました。
詳しい利用方法などはジョイフル中勢NEWS10月号かホームページをご覧ください。

あのつクリニック(一身田上津部田)での接種については、ワクチン供給量の都合で「かかりつけの方、もしく
はあのつクリニックで毎年予防接種を打たれている方」に限らせていただきます。予めご了承ください。

海野整形外科 津市安濃町粟加2212

医療施設名（50音順） 所在地 電話番号 予約 特記

059-267-1211

ベタニヤ内科･神経内科クリニック 津市豊が丘五丁目47-7 059-230-7373 不　要

要予約おがわ脳神経外科クリニック 津市一身田上津部田1414-1 059-221-0234

前川内科 津市垂水南浦1425 059-221-3700 不　要

津田クリニック 津市久居新町3006 ポルタひさい2･3F 059-259-1212 要予約

いぐち内科･消化器内科クリニック 津市久居新町2115-8 059-255-1241 要予約

要予約

木･土の午後、日･祝

要予約きのここどもクリニック 津市久居藤が丘町2598-3 059-254-0707 水の午後、日･祝

木の午後、日･祝

木･日･祝、土の午後

火･木･土の午後、日･祝

水･土の午後、日･祝

土･日･祝

山本クリニック 津市白山町川口49-1 059-262-5175 不　要

𠮷田クリニック 津市栗真中山町79-5 059-232-3001 要予約 日･祝

水･日･祝

やまもと総合診療クリニック 津市丸之内21-20 059-253-6311 不　要 水･土の午後、日･祝

白山内科 津市久居明神町2600 059-255-1200 要予約 木･土の午後、日･祝

増井内科 津市長岡町800-501 059-226-8555 要予約 木･土の午後、日･祝

なかせ内科胃腸科 津市一身田上津部田476-1 059-233-6611 不　要 木･土の午後、日･祝

休診日

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

お電話または窓口で
お問い合わせください

予約はお電話か
窓口にて

詳細はＨＰを
ご覧ください

10/26から接種開始

10月末より開始

ＨＰよりご予約
ください

10月号
訂　正

T i c k e t

©Kazuyoshi Shimomura ©Shin Yamagishi ©NIPPON COLUMBIA

窓口販売チケットは、直接ジョイフル中勢の
窓口でお買い求めください。

下記各チケットの購入は、会員お１人につき販売期間内１回限り

枚数内の追加購入はできません。

注
意

チケットは、購入後のキャ
ンセル、座席の指定、ま
た紛失等の再発行、払い
戻しは一切できません。
（ジョイフル中勢窓口販
売全チケット含む）受取・

支払方法

売切れ
次第終了

お1人
●枚まで
1回限り

1回限りとは、会員が販売期間内で購入できる回数です。
（例：10枚まで購入可能でも1枚購入すると1回の購入になります。）窓口販売

申込販売
申込販売

申込方法
申込資格

締切日までにFAX・郵送・ホームページ、または窓口でお申込みください。FAXは 6 ページの申込用紙でお願い
します。（コンビニからのFAX可）※FAX後、必ず着信確認の連絡をお願いします。

当　　落 申込締切後、約1週間以内（土日含まず）にハガキにてお知らせします。
「ハガキ連絡なし」と記載の場合は申込者全員にご用意させていただきます。

お申込み

6ページ
FAX等

お申込み

6ページ
FAX等

注
意

チケットは、締切後のキャンセル、座席の指定、
また紛失等の再発行、払い戻しは一切できませ
ん。（ジョイフル中勢窓口販売全チケット含む）

注
意

チケットは、締切後のキャンセル、座席の指定、
また紛失等の再発行、払い戻しは一切できませ
ん。（ジョイフル中勢窓口販売全チケット含む）

指定受取期間内にジョイフル中勢窓口までお越しください。
ジョイフル中勢窓口で引換時に現金支払い【代引き指定は別】

会員

受　　取
支　　払

お1人2枚まで枚　　数
会員料金
申込締切

2022年1月8日（土） 開演 14:0０

2026年12月31日まで

11月8日（月）

三重県文化会館 大ホール
20枚
全席指定 S席

S席

1セット

4,600円（一般価格5,00０円）

ニューイヤー・コンサート2022
新日本フィルハーモニー交響楽団

お1人2枚まで

余暇チケット
助成対象

余暇チケット
助成対象

2021年3月に60歳を迎える小曽根
真が、ジャズとクラシックの両方のレ
パートリーをピアノ1台で表現する、
究極のソロ・ライブ公演！

サンタワールドに住むサンタさんからステキな絵本をもらっちゃおう！
お子様に愛と夢を送る世界で一冊の絵本です。
絵本の中に、お子様やお友達の名前、住んでいる町の名前が組み込まれ、サンタさんが優しく語りかける内容
になっております。
また、最初のページには、受け取られる方のお名前とメッセージ(30文字)を入れることができます。
絵本は9種類からお選びいただけます。クリスマスプレゼントにいかがでしょうか？

①絵本の種類を下記A～Pのパターン1種類をお選びください。
②P6の申込用紙を記入してジョイフル中勢へFAXでお申込みください。
③お申込み後、専用の用紙をFAXいたします。
④その用紙に必要箇所を記入し、11月10日(必着)までにジョイフル中勢へ再FAXしてください。
その日以降は受付しかねます。

華やかな歌声と新
日本フィルの音楽
に乗せて、心豊かな
新年の幕開け！

指揮：原田慶太楼
ソプラノ：小林沙羅

三重県のガイドラインにおける「主催イベントの開催基準」に則って開催しま
す。感染症対策についてはご来場前に三重県文化会館HP をご確認ください。
今後の社会情勢により公演を中止・延期する場合がございます。
やむをえない事情により、出演者・曲目等公演内容が変更になる場合がありま
す。ご了承ください。

三重県のガイドラインにおける「主催イベントの開催基準」に則って開催しま
す。感染症対策についてはご来場前に三重県文化会館HP をご確認ください。
今後の社会情勢により公演を中止・延期する場合がございます。
やむをえない事情により、出演者・曲目等公演内容が変更になる場合がありま
す。ご了承ください。

学ぶ！体感！恐竜バトル！
恐竜出現！エデュテインメントショー｢恐竜ラボ！｣が誕生。
第一弾は迫力の恐竜バトル『ディノ・サバイバル』。
目の前で力強く歩き、尻尾を自在に動かし、叫び、咬みつく。
恐竜の呼吸、息づかいを体感しながら恐竜とその時代を学ぶ、
迫力のステージ！｢恐竜ラボ!ディノ・サバイバル｣を体感しよう！
公演時間:約60分(休憩なし)
〈新型コロナウイルス感染防止対策について〉
本公演は、新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催いたします。
詳しくは恐竜ラボ！公式WEB サイトをご確認ください。
※チケット購入時のお客様のお名前･ご連絡先等を主催者と共有させていただく場合もございま
すので、予めご了承ください。

枚　　数
会員料金
申込締切

2021年12月5日（日） 開演 15:00

11月8日（月）

三重県文化会館 大ホール
20枚
全席指定 S席 2,700円（一般価格3,00０円）

1冊 3,980円（一般価格4,18０円）

三重県文化会館Produce シリーズ vol.9
ピアノ 小曽根真
60th BIRTHDAY SOLO - OZONE60

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※未就学児のご入場はご遠慮下さい。

お1人1冊まで

会員料金
申込締切 11月5日（金） 配 達 日
申込方法

12月中旬～12月25日頃（宅配便/国内発送）

オーダーメイド絵本

2022年1月22日（土） 開演 16:30
1月23日（日） 開演 13:30、16:30

3,600円（一般価格4,20０円）

お1人4枚まで

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 11月9日（火）

愛知県芸術劇場 大ホール
各20枚

恐竜ラボ！ディノ･サバイバル
DINO-A-LIVE

※2歳以下のお子様は保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞
無料。但しお席が必要な場合は有料。

お1人
合計4枚まで
1回限り

販売期間：
11/4（木）～
売切れ次第終了

枚　　数 各20枚

会員料金 一般 1,300円（当日1,70０円）
小中生 100円（当日50０円）

時　　間
休 館 日

11月13日（土）～2022年2月13日（日）
名古屋市科学館

9:30～17:00

ティラノサウルス展
～T.rex 驚異の肉食恐竜～

毎週月曜日(1月10日は開館)、毎月第3金曜日、
12月29日～1月3日、1月11日

※入場は16：30まで

大迫力のティラノサウルスとトリケラトプスのロボット展示やクリエイティブカ
ンパニー｢NAKED,INC.｣による｢恐竜｣をテーマとした初の大型コンテンツな
ど、楽しみながら学べる展覧会です。

※お釣りはでません

こども商品券 お1人3セットまで

会員料金
有効期限

申込締切
受取期間

11月10日（水）
4,500円（1,000円券×5枚）

11月25日（木）～12月11日（土）

貰って嬉しい！贈って嬉しい！「こども商品券」
おもちゃやベビー服などに交換できます！

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

なし
1セット

※お釣りはでません

三井住友VJAギフトカード1,000円券
お1人3セットまで

会員料金
有効期限

申込締切
受取期間

11月11日（木）
4,800円（1,000円×5枚）

11月25日（木）～12月11日（土）

日本全国50万店以上で使える共通商品券！
季節のご挨拶やお祝いからゴルフコンペの商品に最適！

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

最大2年間
1枚（3,000円利用分）

※店頭で利用またはチャージ
すると更に2年へ更新

KFC カード お1人2枚まで

会員料金

有効期限

申込締切
受取期間

11月7日（日）
2,700円

1枚（3,000円利用分）2,700円

11月25日（木）～12月11日（土）

全国のケンタッキーフライドチキンの店頭でご利用
いただけるプリペイドカードです。(特殊店舗は除く)
チャージすることで繰り返しご利用いただけます。

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

2034年12月31日まで

図書カードNEXT お1人2枚まで

会員料金
有効期限

申込締切
受取期間

11月11日（木）
11月25日（木）～12月11日（土）

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

お申込者
全員にお渡し
ハガキ連絡
なし

A.クリスマスの
プレゼント

E.サンタさんと
リボン

I.なかよしクマさん
とサンタの森

J.サンタさんの
おいしいレストラン

K.もしも、
サンタさんが・・・

L.森のおくの 
ふしぎなできごと

M.オーロラが
見えたとき

N.サンタさん
からの招待状

P.ぼくとわたしの
スーパーおじいちゃん

《東洋唯一の地下鉄道 上野浅草間開通》
1927年 愛媛県美術館蔵

時　　間
休 館 日

11月23日（火・祝）～2022年1月30日（日）
三重県立美術館

9：30～17：00

杉浦非水 時代をひらくデザイン

月曜日（祝日の場合は翌日）
※入館は閉館の30分前

津市大谷町11番地

モダンデザインの草分けとして知られ
る杉浦非水（1876-1965）は、三越呉
服店のデザイナー、多摩帝国美術学校
の初代校長として明治から昭和のデ
ザインを牽引しました。
本展では、ポスターや書籍から、いま
も色あせない非水デザインの魅力に
迫ります。

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
11/4（木）～
売切れ次第終了

当日一般料金会員料金
一般
区分

100枚
枚数

1,000円500円

10月23日（土）～2022年5月31日（火）

※営業時間は変更になる場合もあります。詳しく
は、なばなの里ホームページをご確認ください。

※未就学児童無料
※障害者手帳などをご持参の方(付添2名まで)
は当日料金の半額。

※本券でプラネタリウムを除く名古屋市科学館
展示室をご覧いただけます。

※期間中お1人様１回限り有効。
※本券の変更・払戻・再発行は致しません。

当日一般料金会員料金区分
大人（小学生以上）
（ベゴニアガーデン入場券付き）

枚数
100枚2,300円1,400円

世界最高峰クオリティの
美しい光り輝く電球だけ
でつくる本物のイルミ
ネーション
壮大で美しすぎる煌めく
イルミネーションを体験
ください。

時　　間
10：00～21：00（特定日22：00）

なばなの里 入村券

お1人
4枚まで
1回限り

イルミネーション

※小学生未満は入場無料※金券付チケットではありません。

販売期間：
11/4（木）～
売切れ次第終了

全国の図書カードNEXT 取扱い書店

斡旋業者
申込締切日
納品方法
申込方法

（株）アーテム
11月19日（金）
個人宅 or事業所へ郵送
個人単位でFAX or 郵送
下記表のとおり

助成金額と送料
送　料助成金額

4,000 円以上
購入金額

無　料▲1,000円
2,000 円以上 500円▲500円
2,000 円未満 500円な　し

最大助成金額1,000円
このような注文の仕方もあります
例）AさんとBさんがまとめて注文する場合

助成額
個人負担額

Aさん注文分 Bさん注文分
2,000円

4,000円
▲1,000円

2,000円

3,000円

注意 複数人分合算での注文もできます
が、補助は1人分しか入りません！

・・・・・
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