
榊原温泉病院 津市榊原町1033-4 059-252-1111 要予約

要予約

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

しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 津市大園町10-49 059-213-8741

川浪内科 津市八町2-15-9 059-223-3211 木の午後、日・祝

水・日・祝

水・日・祝

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

駒田医院 津市芸濃町林190-2 059-265-2016 不　要

不　要

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・祝要予約

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
ワクチン供給量の都合で「かかりつけの方」に限らせて
いただく場合もございます。予めご了承ください。

開始日は未定

詳細はHPをご覧ください

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

医療施設名（50音順） 所在地 電話番号 予約 特記休診日

新町整形外科診療所 津市大園町4-29 059-222-5111

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

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

たかはし内科 津市西丸之内38-11 059-221-1000 不　要

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

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

第1・3・5土、日・祝

木と土の午後、日・祝

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

日・祝

木と土の午後、日・祝

火と木と土の午後、日・祝・年末年始（12/30～1/3）

木の午後、日・祝

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 木・日・祝、土の午後

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、日・祝

土の午後、日・祝

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 土の午後、木・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。

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。
予約はお電話か窓口にて　10/15より受付開始
受付時間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

お電話にてお問い合わせください。

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、日・祝

お電話にてお問い合せください。

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。

お電話にてお問い合わせください。

予約枠に限りがあります。

不　要

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 土・日・祝不　要

前川内科 津市垂水南浦1425 059-221-3700 木の午後、日・祝不　要

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

不　要

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

不　要

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

要予約

山本クリニック 津市白山町川口49-1 059-262-5175 水・日・祝不　要

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

要予約

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

2

3

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

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
10/6（木）～
売切れ次第終了

時　　間
休 館 日

2022年10月8日（土）～12月4日（日）
三重県総合博物館

9:00～17:00

第32回企画展
三重の円空

月曜日(10月10日は開館、
翌11日休館)

※最終入場は16時30分まで
津市一身田上津部田3060

江戸時代の初め、仏像をつくりながら諸国を
旅した僧侶、円空。彼の仏像は「円空仏」と呼
ばれ、今も高い人気を誇ります。志摩地方を
訪れた円空は大般若経を修理し、見返し部分
に釈迦説法図を描いています。これらは数少
ない円空の絵画作品で、最初は仏像を丁寧に
描いていますが、やがて簡略で奔放な絵に変
わっていきます。この時期、絵画の作風に合
わせるように、仏像も変化することが指摘さ
れています。円空仏について考える時、志摩
地方をはじめ三重の地は意外に重要な場所
です。三重の円空について、志摩地方の作例
を中心に紹介します。

●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

50枚
枚数

800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

ローマの休日
全編上映 シネマコンサート

太田弦指揮 亀井聖矢ピアノ
新日本フィルハーモニー交響楽団

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。

本公演は、新型コロナウイルス感染防止策チェックリストに基づき開催いたします。
【感染防止策チェックリスト】
https://www.sundayfolk.com/sysimg/curation/article/2022
/CHECKLIST.png

≪重要≫
キョードー東京HP(https://kyodotokai.co.jp/events/detail/2389)
に記載の注意事項を必ずご確認･ご了承のうえお申込みください。

※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。

必聴！世界へ
羽ばたく才能

ラフマニノフ／
ヴォカリーズ
ラフマニノフ／
ピアノ協奏曲
第3番ニ短調Op.30
チャイコフスキー／
交響曲第5番ホ短調
Op.64

秋のコンサートツアー
開催決定！名曲の数々
と歯に衣着せぬ爆笑の
トーク、日本のフォーク
ソングシーンを引っ
張ってきた第一人者の
貫禄のステージをお楽
しみください。

ウーピー・ゴールドバーク出演の
大ヒット映画が奇跡のミュージカ
ル化！
超個性的なキャラクターたちが
巻き起こすハラハラ･ドキドキの
ストーリー展開！ゴスペル、聖歌、
ソウル。ロカビリーなどノリノリ
のナンバーと全身を突き抜ける
ようなダンス！！ミュージカルの楽
しさが全て詰まっている、こんな
作品が見たかった！！

演奏：ローマ・イタリア管弦楽団
※日本語字幕付き
※公演時間：約2時間15分

大スクリーンでの全編上映×フルオーケストラによる生演奏。
映画史に燦然と輝き続ける名作が、今ここに蘇る！銀幕の妖精
オードリーの愛らしい笑顔とともに、懐かしいひとときを―――
ローマ･イタリア管弦楽団の生演奏が、大スクリーンに映るオー
ドリーに命を吹き込む！懐かしくも贅沢な時間をお贈りします。

プログラム
・『塔の上のラプンツェル』
・『リトル・マーメイド』より
「パート・オブ・ユア・ワールド」
・『メリー・ポピンズ』より組曲
・その他、コンサート中に
演奏曲が決まる“20th
セレブレーション・ルーレット”
など、映画やテーマパークの
楽曲が盛りだくさん！

ディズニーの名曲を、オーケストラとヴォーカリストの生演奏でお贈りする大
人のための音楽会。
20周年を迎える今年は、『塔の上のラプンツェル』をメイン演目として全編
フィーチャー！

「月亭方正」の落語会に、30年来の仲である人気お笑いコンビ
「ココリコ」が参戦！TVでもおなじみ「月亭方正」×人気お笑いコン
ビ｢ココリコ｣共演の初ライブ！！5月に行われた東京公演を盛況に
終えて、第二弾は名古屋で開催します！トークあり、コントあり、の
落語会です。乞うご期待！！

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年12月4日（日）開演 16:00

2022年10月6日（木）

三重県文化会館 大ホール
10枚

8,100円（一般価格8,70０円）
※未就学児入場不可

余暇チケット
助成対象

2022年12月23日（金）開演 19:00
枚　　数
会員料金
申込締切 2022年10月6日（木）

三重県文化会館 大ホール
10枚

全席指定

S席 S席 S席

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2022

2022年11月11日（金）開演 ①13:30  ②18：30

4,300円（一般価格4,50０円）
全席指定 8,600円（一般価格8,80０円）

4,600円（一般価格5,00０円）
枚　　数
会員料金
申込締切

2022年12月2日（金）開演 ①13:00  ②19：00

2022年10月6日（木）

愛知県芸術劇場 大ホール
各10枚

※未就学児童入場不可
7,300円（一般価格8,00０円）

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 2022年10月6日（木）

東別院ホール
各10枚

メ～テレ落語
『月亭方正落語会 ココリコ見参の巻』

※未就学児童入場不可

余暇チケット
助成対象

2022年11月23日（水・祝）開演 17:30
枚　　数
会員料金
申込締切 2022年10月6日（木）

センチュリーホール
10枚

S席 12,800円（一般価格14,00０円）
※未就学児童入場不可2022年10月6日（木）

10枚

松山千春

※未就学児入場不可

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

Ⓒai ueda ⒸT.Taidadate
Presentation licensed by Disney Concerts.©Disney

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

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年12月25日（日）開演 13:00
愛知県芸術劇場 大ホール

ミュージカル｢天使にラブ･ソングを｣
～シスター･アクト～

お1人合計2枚まで

お1人合計2枚まで

お1人合計2枚まで

余暇チケット
助成対象

※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できません。
●本ニュース掲載の 1 枚以外は使用できません。
●他人へクーポンの譲渡、譲受はできません。
●利用できるのは P1～P2内の対象医療機関のみです。
●インフルエンザ予防接種助成金との併用できません。
●市が実施している高齢者助成は併用できます。
●利用できるのは会員本人のみです。

～ジョイフル中勢 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の上、クーポンをご利用ください。

※新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から一部営業時間を変更していま
す。詳細はホームページでご確認ください。
※平日・土日祝ともに予約受け付けています。詳しくは下記までお問合せください。

お1人
合計4枚まで
1回限り

お1人
合計4枚まで
1回限り

販売期間：
1/6（木）～
売切れ次第終了

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
1/6（木）～
売切れ次第終了利用期限 有効期限なし

利用期限 有効期限なし

☎059-236-0909
津市一身田上津部田3005-2 山の手テラス内

休 業 日 毎月第2水曜日

枚　　数 100枚限定

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

利用期限 有効期限なし

枚　　数 100枚限定

一般料金
ランチ ディナー

会員料金
中学生以上 1,920円1,500円

一般料金

65歳以上 1,770円1,400円

会員料金
2,450円2,000円
2,270円1,900円

※キッズプレート770円（税込）
もあります。

一般料金会員料金
ランチ

一般 1,518円（税込）1,200円

※このチケットは、四日市市の『SaRaRa』のみの利用券です。※このチケットは、津市の『風にふかれて』のみの利用券です。

☎059-236-0909
津市一身田上津部田3005-2 山の手テラス内

※このチケットは、津市の
 『風にふかれて』のみの利用券です。
※平日・土日祝ともに予約受け付けています。
詳しくは下記までお問合せください。

営業時間

営業時間

☎059-327-5225
四日市市泊小柳町4-5 イオンタウン四日市泊1Fレストラン街

休 業 日 不定休

枚　　数 50枚限定

ランチタイム
　11：00～15：00(LO)

10：00～22：00

ランチ
平　日11:00～15:30(OS14:30)
土日祝11:00～16:00(OS15:00) 
ディナー
平　日17:30～21:00(OS20:00) 
　土　17:00～22:00(OS20:30)
日・祝17:00～21:00(OS20:00)  

※イオンタウン四日市泊と
同様です。HP等でご確認
ください。

利用期限 有効期限なし
※キッズプレート770円（税込）
もあります。一般料金会員料金

ランチ

一般 1,520円（税込）1,200円

※このチケットは、四日市市の『SaRaRa』のみの利用券です。

☎059-327-5225 四日市市泊小柳町4-5 
イオンタウン四日市泊1Fレストラン街

枚　　数 50枚限定
※休業日はイオンタウン四日市泊と同様です。HP等でご確認ください。

マンスリーランチマンスリーランチ
（後期分）（後期分）

会　　場 鳥羽国際ホテル メインダイニング「シーホース」

※満席の場合がありますので、
ご予約をオススメいたします。

一般料金会員料金
月替わりランチ

一　般 3,900円3,500円

利用期間

営業時間

☎0599-26-4121 鳥羽市鳥羽1-23-1

枚　　数 50枚

11:30～13:30（ラストオーダー）

※ご予約・お問合せは下記までお電話をお願いします。

※写真はイメージです

2022年10月1日（土）～2023年3月31日（金）

販売期間：
10/6（木）～
売切れ次第終了

お1人
4枚まで
1回限り

販売期間：
10/6（木）～
売切れ次第終了

販売期間：
10/6（木）～
売切れ次第終了


