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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

T i c k e t

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
9/5（月）～
売切れ次第終了

時　　間
休 館 日

2022年9月23日（金・祝）～11月6日（日）
三重県立美術館

9:30～17:00

【開館40周年記念】
岡田米山人と半江展

月曜日(10月10日は開館)、
10月11日(火)

※入館は16時30分まで
津市大谷町11番地

岡田米山人（1744～1820）と、その
子・岡田半江（1782～1846）は、江
戸時代後期を代表する文人画家。
岡田父子は、大坂で米穀商を営むか
たわら、独力で書画を学び、長じて津
藩の大坂蔵屋敷に仕えました。岡田
父子の回顧展として全国的に46年ぶ
りの開催となります。

岡田米山人《秋山蕭寺図》1807年 個人蔵

●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

100枚
枚数

1,000円500円

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。

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

島津亜矢コンサート2022
～歌怪獣襲来ツアー～

お1人2枚まで

お1人2枚まで 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

※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「主催イベント開催基準」に則って開催いたします。
感染症対策についてはご来場前に三重県文化会館ホームページをご確認ください。

※止むを得ない事情により曲目・曲
順が変更となる場合がございます。
※本公演は各会場や自治体などの
ガイドラインに沿った上で、新型コロ
ナウィルス感染予防・感染拡大防止
対策を講じ、開催致します。
※今後の情勢により、当初販売をしていなかった空席を追加販売する可能性がございます。
※ご来場前にはサンライズプロモーション東京のＨＰ（https://sunrisetokyo.com/）
より最新情報のご確認をお願い致します。

【出演】
ピアノツィルクス
白石光隆
田村緑
中川賢一
デュエットゥ かなえ＆ゆかり

【曲目】
加藤昌則：Five Kings
M.ラヴェル/駒井一輝編：ラプソディ・イン・ブルー 他

熊皮の帽子と真紅
の礼装̶̶̶国賓
の送迎、衛兵交替
式、国会の開会、叙
勲などのほか、国内
外での演奏も積極
的に行い、エリザベ
ス女王が名誉隊長
であるコールドスト
リーム･ガーズ･バン
ド。煌めくファンファーレ、勇壮なマーチ、更に近衛連隊のバグパ
イプが華を添え、一糸乱れぬマーチングから情緒溢れるスコット
ランド民謡まで、珠玉の名曲をお贈りします。愛工大名電高との
共演「威風堂々」は必聴！

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年11月12日（土） 開演 14:00

2022年9月8日（木）

三重県文化会館 大ホール
S席10枚

7,100円（一般価格7,80０円）

三重県文化会館Produce シリーズ vol.11
5台ピアノ ピアノ・ツィルクス

※未就学児の入場はご遠慮ください。

余暇チケット
助成対象

2022年10月1日（土） 開演 17:00
枚　　数
会員料金
申込締切 2022年9月8日（木）

三重県文化会館 大ホール
全席指定10枚

S席

小椋佳ファイナル･コンサート･ツアー
｢余生、もういいかい｣

2022年11月19日（土） 開演 13:30

7,800円（一般価格8,50０円）

1,600円（一般価格2,00０円）
枚　　数
会員料金

申込締切

2022年11月4日（金） 開演 ①13:00  ②17：00

2022年9月8日（木）

三重県文化会館 大ホール
全席指定 各10枚
①

※未就学児童入場不可

5,300円（一般価格7,50０円）
②3,300円（一般価格7,50０円）

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 2022年9月8日（木）

愛知県芸術劇場 コンサートホール
10枚

英国女王陛下の近衛軍楽隊
～エリザベス女王在位70周年記念～

※未就学児入場不可

余暇チケット
助成対象

2022年11月19日（土） 開演 ①11:45  ②14:45

2,900円（一般価格3,30０円）
枚　　数
会員料金
申込締切 2022年9月8日（木）

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
全席指定 各20枚

それいけ！アンパンマン ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

※3歳以上有料。2歳以下は、保護者膝上に限り無料。
ただし、お席が必要な場合は有料。 ※3歳以上有料。2歳以下は、

保護者膝上に限り無料。
ただし、お席が必要な場合は
有料。

★しまじろうのクリスマス
　シールプレゼント！！

※未就学児入場不可

※未就学児童入場無料

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：
9/5（月）～
売切れ次第終了

時　　間

休 館 日

2022年10月8日（土）～11月27日（日）
名古屋市美術館

9:30～17:00(金曜は20:00まで)

「クマのプーさん」展

毎週月曜日(10月10日は開館)
10月11日(火)

※入館は閉館30分前まで

愛知県名古屋市中区栄二丁目17番25号

イギリスの作家 A.A.ミルンが1920年代に生み出した『クマの
プーさん』は、E . H .
シェパードの挿絵とと
もに愛され続けていま
す。本展では、シェパー
ドが1950～60年代に
描いた原画約100点と
ミルンのことば、そし
て映像、写真、立体物
等によりプーさんの世
界をたどります。

当日一般料金会員料金
一般
区分

30枚
枚数

1,500円1,000円 自己啓発チケット
助成対象

お1人
4枚まで
1回限り

時　　間
休 館 日

2022年9月10日（土）～11月6日（日）
名古屋市博物館

9:30～17:00

特別展 【日中国交正常化50周年記念】
兵馬俑と古代中国―秦漢文明の遺産―

毎週月曜日(祝休日の場合は翌平日、9/20は臨時開館)･第4火曜日
※入場は閉館30分前まで

当日一般料金会員料金
一般
区分

30枚
枚数

1,800円1,300円
※未就学児童入場無料

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：
9/5（月）～
売切れ次第終了

時　　間

2022年9月10日（土）～11月17日（木）
金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)

10:00～18:00

QUEEN50周年展
―DON'T STOP ME NOW―

※入場は閉館30分前まで

QUEEN伝説の真実、貴重な映像を
上映！
QUEENの音楽世界に没入しなが
ら、彼らの記憶を辿る50周年特別エ
キシビジョン
本展では、未公開写真、貴重映像、メン
バー本人と重要関係者のコメント、楽器
関係、縁の品々の展示等、様々な要素か
ら紐解きます。また、映画では描ききれ
なかったライヴエイド以降のフレディの
生き様にもスポットをあてて紹介。

一般料金会員料金
当日一般
区分

20枚
枚数

2,000円1,600円

※小学生以下無料(保護者同伴必須)
※｢障がい者手帳｣提示のご本人様のみ無料で
ご入場いただけます。

©松原豊

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

2,500円2,500円（一般料金3,800円）（一般料金3,800円）中学生以上中学生以上
●2歳～小学生はガイドブックの利用補助券のご利用がお得です。
●長島温泉湯あみの島をご利用される方は別途入館料が必要です。

お1人
10枚まで
1回限り

ナガシマスパーランド
ジャンボ海水プール

継 続 販 売 販売中～
売切次第終了

※開演時間の30分前から開場。
※公演時間は休憩を含め、約
75分です。(休憩約15分)
※来場者全員に応援アイテム
のプレゼントあり。
※新型コロナウイルス感染症
対策や最新の公演情報は公式
HP をご確認ください。
(｢しまじろう　コンサート｣で検索)

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年11月26日（土） 開演 15:20
11月27日（日） 開演 12:40

2022年9月8日（木）

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
全席指定 各20枚
3,300円（一般価格3,58０円）

しまじろうコンサート
｢サンタのくにの クリスマスレストラン｣

お1人合計2枚まで

お1人合計2枚まで

お1人合計4枚まで
お1人合計4枚まで

余暇チケット
助成対象

購入に必要な契約団体番号や
プランパスワードはジョイフル中勢まで

お問合せください

玉城玉城さつまいも掘りさつまいも掘り

※現地でジョイフル中勢発行のさつまいも掘りチケットを農園の係員に
渡してお楽しみください。ジョイフル中勢の受付はありません。
※現地でジョイフル中勢発行のさつまいも掘りチケットを農園の係員に
渡してお楽しみください。ジョイフル中勢の受付はありません。

と　　き

申込締切

申込方法

募　　集

参 加 費 1区画1区画

▼必ずいずれか1日をお選びください▼必ずいずれか1日をお選びください

1ページ参照1ページ参照

10:00～11:00（営業時間内）10:00～11:00（営業時間内）
受　　付

申込制限 1会員どちらか1区画
【1区画10kg保障 ※当日の計量のみ対象です。】
1会員どちらか1区画
【1区画10kg保障 ※当日の計量のみ対象です。】

（度会郡玉城町勝田5248）（度会郡玉城町勝田5248）と こ ろ 玉城ふれあい農園玉城ふれあい農園

参加資格 会員とその家族会員とその家族

2022年10月22日（土）・23日（日）2022年10月22日（土）・23日（日）

2022年9月12日（月）2022年9月12日（月）
合計50区画合計50区画

1,0001,000円円（参考：一般料金2,100円）（参考：一般料金2,100円）

in

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

気候や生育状況などで大きさや出来具合が異なります。ご理解の上、お申込ください。

お申込み

本紙折込用紙FAX
HP等で

E.H.シェパード『絵本 クマのプーさん』原画 1965 年


