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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

《注意事項》
●利用期間が過ぎてしまったクーポンは利用できません
●本券の複数利用はできません
●他人へクーポンの譲渡、譲受はできません
●利用できるのは松菱のみです
●他の割引クーポンとの併用はできません
●1 会計で2,000円以上お買い上げの場合500円引きとなります

●クレジットでの支払いも利用できます
●クーポン500円分のマッピーポイントは付与しません
●ギフト券等の金券購入には利用できません
●不正利用があった場合、事業所経由で会員へ請求します
●北海道物産展・食品イベントなど
　一部ご利用できない売場がございます

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感染症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

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）

2022年12月18日（日）2022年12月18日（日）

2022年11月16日（水）2022年11月16日（水）

40名（最少催行人数20名）申込多数の場合抽選40名（最少催行人数20名）申込多数の場合抽選
4,0004,000円円（参考一般料金6,000円）（参考一般料金6,000円）

※1会員につき合計2名まで※1会員につき合計2名まで

※参加費には、植材や講師代、教室代を含みます。※参加費には、植材や講師代、教室代を含みます。

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：30cm×17cm×17cm）
※鉢の色 ：黒

※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：30cm×17cm×17cm）
※鉢の色 ：黒

※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。

下記参照下記参照申込方法

お申込み

本紙折込用紙FAX
HP等で

家庭常備薬の斡旋について家庭常備薬の斡旋について

お正月寄せ植え教室お正月寄せ植え教室

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。
・・・・・

6月号と同様に個人宅への配送が可能です。
複数人でまとめて注文いただくことも可能ですが、その場合の補助は
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。

例

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
合計4枚まで
1回限り 販売期間：

11/7（月）～
12/9（金）まで
売切れ次第終了

時　　間

休 館 日

2022年12月10日（土）～2023年3月5日（日）
金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)

10:00～20:00(日曜日は18:00閉館)

ゴッホの世界に飛び込め！
ゴッホ・アライブ

12/12(月)、12/28(水) ～2023/1/1(日)、1/10(火)
※入場は閉館の60分前まで

※高大生（当日2,000円）は斡旋対象外となります。

最新技術と融合したアートの新たな展示方法として話題を集め、世界各国で850万人を超える
人々を魅了した、今、アートシーンで最も注目を集める展覧会「ゴッホ・アライブ」がこの冬名古
屋に初上陸します。香り･音･色･光が織りなす幻想的な空間に包まれ、「忘れることのできない」
鑑賞体験を味わうことができる、新感覚の没入型展覧会です。

松阪おんがく座 第2回公演
不思議なオペラの国のアリス

第七劇場「メデイア」

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

男性的社会の中で女性であるこ
との苦悩と抵抗を描くギリシア
悲劇の傑作。
人間が人間であるがゆえの悲し
く、強く、美しい物語。

●コンサートにご来場の皆様へ
大声での歓声、声援等がないことを前
提とさせていただき、100％の客席数
で開催しますが、政府のイベント開催
制限が変更された場合はそれに準じ
ます。
●｢新型コロナウイルス感染拡大防止
のため｣名古屋市のガイドラインに
沿った施設の使用となります。

学ぶ！体感！恐竜バトル！
2021～2022年に行われた｢恐竜ラボ！｣が決
定いたしました！日程が合わなかった方、公演
地が遠くて行けなかった方、もう一度｢恐竜ラ
ボ！｣を見たい方も、ぜひご来場ください！

※0～2歳児までのお子様1名まで
ひざ上無料

※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。

曲目
マンボメドレー
熊蜂の飛行
BOREL'O'-gun ～ 男群的
ボレロ～
幻想即興曲
ほか
「大阪国際室内楽フェスタ」史上初、日本人入賞団体！従来の打楽
器アンサンブルにとらわれない演奏集団が登場！

枚　　数
会員料金
申込締切

2022年12月10日（土） 開演 14:00
2022年12月11日（日） 開演 14:00

2022年11月7日（月）

三重県文化会館 中ホール
各20枚

余暇チケット
助成対象

2022年12月18日（日） 開演 14:00
枚　　数
会員料金
申込締切 2022年11月7日（月）

三重県文化会館 中ホール
20枚

全席指定

全席指定 全席指定 大人

グランプリ・コンサート代替公演2022
打楽器集団「男群」

2022年11月23日（水・祝） 開演 14：00

2,800円（一般価格3,00０円）

全席指定 8,600円（一般価格8,80０円）

2,700円（一般価格3,00０円） 全席指定 1,700円（一般価格2,00０円） 枚　　数
会員料金

申込締切

2022年11月27日（日） 開演 ①11:00  ②15：00

2022年11月7日（月）

農業屋コミュニティ文化センター
各公演各10枚

1,800円（一般価格2,00０円）
こども 800円（一般価格1,00０円）

一般
枚　　数
会員料金

各20枚
2,000円（当日2,50０円）

小中生 1,000円（当日1,50０円）

余暇チケット
助成対象

枚　　数
会員料金
申込締切 2022年11月7日（月）

クラギ文化ホール
20枚

クラギ文化ホール 開館40周年記念公演
落語会

余暇チケット
助成対象

2022年12月9日（金） 開演 18:00
枚　　数
会員料金
申込締切 2022年11月7日（月）

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
20枚

S席 3,600円（一般価格4,20０円）
2022年11月7日（月）

各20枚

さだまさし

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※未就学児の入場は
ご遠慮ください。

※未就学児童入場不可

Ⓒ日本室内楽振興財団

枚　　数
会員料金
申込締切

2023年1月14日（土） 開演 13:30
2023年1月15日（日） 開演 13:30
四日市市文化会館 第1ホール

恐竜ラボ！ディノ･サバイバル
DINO-A-LIVE

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

2022年10月22日（土）～2023年5月31日（水）

※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
※利用除外日：12/23、24、25

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2,500円1,400円

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。

※未就学児無料

販売期間：
11/7（月）～
売切れ次第終了

2027年12月31日まで
1セット

※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

2022年11月14日（月）
4,500円（1,000円券×5枚）

2022年12月1日（木）～12月17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

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3枚まで

会員料金

有効期限

申込締切
受取期間

2022年11月14日（月）
2,700円

2022年12月1日（木）～12月17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

スポーツチケット
助成対象

※2歳以下膝上無料、
　お席が必要な場合は有料
※方角の指定は出来かねます。
※2階席のチケットでは1階席への
　ご入場はできません。

お1人合計4枚まで

お1人合計2枚まで

枚　　数
申込締切

2022年12月14日（水） 開場 9:00

2022年11月7日（月）

四日市市総合体育館

各20枚

令和四年 冬巡業 大相撲四日市場所

一般料金券　種 会員料金

アリーナイス席 (1F) 9,500円9,300円
タマリA 席 (1F) 12,500円12,300円

6,500円6,300円スタンドイス席 (2F)
※差額はジョイフル中勢の補助です。


