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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。
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

窓口販売

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は本紙折込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

本紙折込用紙
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）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

自己啓発チケット
助成対象

自己啓発チケット
助成対象

T i c k e t

お1人
合計4枚まで
1回限り

販売期間：
6/6（月）～
売切れ次第終了

お1人
合計4枚まで
1回限り

販売期間：
6/6（月）～
売切れ次第終了

時　　間
休 館 日

2022年7月9日（土）～9月19日（月・祝）
名古屋市科学館

9:30～17:00

特別展
｢宝石～地球がうみだすキセキ～｣

毎週月曜、7/15、19、9/6、7、16
※ただし、7/18、8/15、9/19 は開館

※入館は16:30まで

原石からジュエリーまで…。
宝石のすべてがわかる展覧会！
本展では、各地の博物館や、比類なきアルビオン アート･
コレクションや、ヴァン クリーフ＆アーペル、ギメルなどの
作品から、多種多様な宝石とそれらを使用した豪華絢爛
なジュエリーを一堂に集め、科学的、文化的な切り口で紹
介します！
※展示内容は変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

●風にふかれて

●SaRaRa

継続窓口販売チケット

一般料金
ランチ ディナー

会員料金
中学生以上 1,892円1,500円

一般料金

50歳以上 1,738円1,400円

会員料金
2,420円2,000円
2,277円1,900円

一般料金会員料金
ランチ

一般 1,518円（税込）1,200円

販売中～
売切次第
販売終了

お1人
4枚まで
1回限り

※キッズプレート770円（税込）もあります。

枚　　数 50枚

枚　　数 50枚

当日一般料金会員料金
一般
区分

30枚
枚数

1,800円1,600円
小中生 20枚500円300円

当日一般料金会員料金
一般
区分

30枚
枚数

1,600円1,100円
小中生 20枚500円100円

時　　間
休 館 日

2022年7月2日（土）～8月21日（日）
名古屋市博物館

9:30～17:00

もしも猫展
猫が人だったら、人が猫だったら。

7/4、11、19、25、26、8/1、8
※入場は16:30まで （9/23を除く金曜日は20:00 まで）

｢もしも、うちの猫が人のように話したら？｣そ
んな想像をしたことはありませんか。
本展では猫の擬人化作品と、それらを描いた
歌川国芳を主軸に据えながら、江戸時代の擬
人化表現の面白さに着目します。
そのなかで、なぜ国芳の作品にかくも惹きつ
けられるのか、その魅力のありかを探ってい
きます。
※作品保存のため、室温を低めにしておりま
す。調整のしやすい服装でご来場ください。

自己啓発チケット
助成対象

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
6/6（月）～
売切れ次第終了

当日一般料金会員料金
一般
区分

30枚
枚数

1,800円1,300円

時　　間

休 館 日

2022年7月16日（土）～9月25日（日）
名古屋市美術館

9:30～17:00

ボテロ展
ふくよかな魔法

毎週月曜日、7/19、9/20
(7/18、8/15、9/19 は開館)

※いずれも入場は閉館の30分前まで

｢モナ･リザ｣はボテロが描き続けている
テーマの一つで、本展では 2020 年制
作の《モナ･リザの横顔》が世界初公開
されます。
本展は、1995-96 年の巡回展以降、実
に 26 年ぶりに日本国内で開催される
大規模絵画展となります。展示作品の
ほとんどが日本初公開という注目のラ
インナップです。

一般料金券　種 会員料金

テーブル付2人マスC席(2人 /1マス) 24,000円23,600円
マスA席(4人 /1マス) 52,000円51,200円

6,000円5,800円イスS席（1人）
料金は(　)内の人数分の合計金額です。チケットはお1人1枚ずつ発券します。

お申込み

本紙折込用紙FAX
HP等で

①ジョイフル中勢へ申込書（本紙折込）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

香良洲海岸 たて干し香良洲海岸 たて干し
と　　き

申込締切 申込・支払方法

募　　集

料　　金

下記参照下記参照

10：30～10：30～

津市香良洲町5186津市香良洲町5186と こ ろ 香良洲海岸 海の家 なお屋香良洲海岸 海の家 なお屋

参加資格 会員とその家族会員とその家族

6月26日（日）6月26日（日）

6月14日（火）6月14日（火）
120名（申込多数の場合抽選）120名（申込多数の場合抽選）

会員とその家族（4歳以上）会員とその家族（4歳以上）2,0002,000円円（参考料金4,000円）（参考料金4,000円）
※たて干し代金と傷害保険料を含みます。
※お申込みいただいている以外の方は参加できません。
※一般同伴者は参加できません。
※3歳以下は無料ですが、お申込みにお名前が必要です。
※海の家を利用される方は飲食物の持ち込みはできません。

※たて干し代金と傷害保険料を含みます。
※お申込みいただいている以外の方は参加できません。
※一般同伴者は参加できません。
※3歳以下は無料ですが、お申込みにお名前が必要です。
※海の家を利用される方は飲食物の持ち込みはできません。

受　　付 10：00～10：00～※会員証提示して受付※会員証提示して受付

※この事業のお問い合わせ先：ジョイフル中勢※この事業のお問い合わせ先：ジョイフル中勢 TEL：059-222-1500TEL：059-222-1500

※雨天決行 高波時は中止する場合があります。※雨天決行 高波時は中止する場合があります。
コロナ対策のため、本イベントでの
お席のご用意はございません。
5月号P1の海の家共通クーポンをぜひご利用ください。
※海の家をご利用になられる方は予約をお願い致します。
※クーポンは1会員1枚のみになりますので、潮干狩り時に
　クーポンをご使用いただいた方は今回ご使用いただく
　ことはできません。

※イメージ※イメージ

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年8月4日（木） 開演 18:30

6月8日（水）

四日市市文化会館 第一ホール
全席指定10枚
9,700円（一般価格9,90０円）

　　　　　  ミュージカル
『ロボット･イン･ザ･ガーデン』

お1人2枚まで

お1人2枚まで

お1人3枚まで

余暇チケット
助成対象

余暇チケット
助成対象

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。
最新の感染症対策についてはご来場前に三重県文化会館HPをご覧ください。
※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。

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。
最新の感染症対策についてはご来場前に三重県文化会館HPをご覧ください。

三重県文化会館produce シリーズ
第10弾！国際コンクール覇者による
大注目のデュオが登場。どうぞご期
待ください。

プログラム：
シューマン／3つのロマンス Op.11
フランク／ ヴァイオリン・ソナタ
FWV8 M8 イ長調 他

≪新型コロナウィルス感染症対策について≫
中京テレビ事業ホームページ「新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組み」を
必ずご確認ください。

透き通る歌声と、優しく
気品に満ちた来生たか
おの世界観が織りなす
珠玉のアコースティッ
クコンサート！

小さなお子様から楽しめる公演と
して大好評の東京バレエ団による
「子どものためのバレエ」が登場！
今回の作品は「ドン・キホーテの
夢」スペインを舞台に繰り広げられ
る愛と冒険の物語。子どもたちが
楽しめるようにたくさんの見せ場
とお話つきで初めてのバレエ鑑賞
にもピッタリです！

ロボットと出会って、世界が再び輝き出すー優しさあふれる
劇団四季オリジナルミュージカル

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年7月9日（土） 開演 14:00

6月8日（水）

三重県文化会館 大ホール
全席指定20枚
1,600円（一般価格2,00０円） 4,300円（一般価格5,00０円）

三重県文化会館Produce シリーズ vol.10
ヴァイオリン 辻彩奈＆ピアノ 阪田知樹 デュオリサイタル

※未就学児の入場はご遠慮ください。

お1人2枚まで

余暇チケット
助成対象

2022年8月13日（土） 開演 15:00
枚　　数
会員料金

申込締切 6月8日（水）

三重県文化会館 大ホール
全席指定20枚
一般 S席

2,300円（一般価格2,50０円）こども（4歳～中学生以下）

東京バレエ団
子どものためのバレエ｢ドン・キホーテの夢｣

※3歳以下の入場はご遠慮ください。
※こども券でご入場の際は、学生証の提示が必要です。

※2歳以下のお子様はご入場いただけません。
※3歳以上のお子様は必ずお席をお求めください。

2022年9月3日（土） 開演 16:00

2024年6月22日
6,100円（一般価格6,80０円）

お1人合計4枚まで

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 6月8日（水）

名古屋市芸術創造センター
全席指定10枚

来生たかお
Stand Alone 2022 ～Acoustic Tracks～

※未就学児入場不可。

※未就学児童は無料
※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。
※会期中１枚につき１名様１回限り有効。
※本券の変更・払戻・再発行は致しません。

※上記有効期限は未使用の場合
※ポイント及び残高は最終利用日(支払、
チャージ、ポイント合算)から2年間有効

©Ayustet

©Shoko Matsuhashi

【撮影：阿部章仁】

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4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。

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！

今年度は6月号と11月号での斡旋を予定しています。
2022年度 家庭常備薬の斡旋について2022年度 家庭常備薬の斡旋について

送　料センター補助
4,000 円以上
注文合計金額

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

複数人でまとめて
代表者が注文する場合

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 この場合は代表者となる

1人分しか補助できません。
・・・・・

まだまだ
受付中！！

健康診査と合わせてがん検診も受けましょう！

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
（65歳以上で一定の障害があり、認定を受けた人も含む）

津市国民健康保険に加入している人
40歳～74歳の人

令和3年度 市民税・県民税課税世帯　 500円
令和3年度 市民税・県民税非課税世帯　無料

津市保険医療助成課
保険担当　電話059-229-3317

津市保険医療助成課
後期高齢者医療担当　電話059-229-3285

無料

令和4年7月～令和5年1月（12月及び1月は集団健診のみ実施） 令和4年7月～11月
（妊産婦や長期入院、施設に入所中の人は 健診の対象とはなりません）

特定健康診査

対象者

期間

内容

自己負担金

問い合わせ

後期高齢者健康診査

昨年度と同様に個人宅への配送が可能です。複数人でまとめて代表者が注文
いただくことも可能ですが、その場合の補助は代表者 1人分しかできません。
例は右にありますのでご確認ください。補助金額は下の表の通りとなります。
また、締切後の受付はできませんので、必ず締切までにお申込みください。

有効期限がなく、全国35,000店舗、1,000ブランド以上でご利用頂ける
お食事券です。店内食のみならず、お気に入りの加盟店の味を持ち帰り、
イエナカ外食で「おうち時間」の充実もオススメします！
●主な加盟店●すかいらーくグループ、デニーズ、ココス、モスバーガー、ケン
タッキーフライドチキン、和食さと、𠮷野家、サーティワンアイスクリームなど
※加盟店の詳細は公式ホームページまたはQRコードでご確認ください。

※お釣りでます。

お1人3セットまで
料　　金
有効期限

申込締切
受取期間

6月13日（月）
6月27日（月）～7月16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

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

全国共通お食事券
ジェフグルメカード

4,500円1セット

全国のコメダ珈琲店･おかげ庵で使えるKOMECA(コメカ)です。
※一部使用できない店舗がございます。
チャージ式プリペイドカードでポイントが貯まります。

料　　金

有効期限

申込締切
受取期間

6月13日（月）
6月27日（月）～7月16日（土）

コメダ珈琲店プリペイドカード
「KOMECA(コメカ)」3,000円分

2,700円1枚 （500円×10枚）

NEW!

例


