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　　会員の皆さまへ

平素はジョイセブンをご利用いただき誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大防止、緊急事態宣言等により今月会報誌は一部事業を縮小して
お届けしております。ご理解とご協力をお願い致します。
今後も「あってよかったジョイセブン♪ 使ってよかったジョイセブン♪」をお届け出来るよう
事務局一同頑張ってまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョイセブン事務局

季節の花季節の花「芝桜」「芝桜」季節の花「芝桜」

今は“stay home”家にいよう！

　　みんなで頑張ろう！みんなで乗り越えよう！
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場所／
　中津川市中津川2310-10
　☎0573-66-5668
　　定休日／水曜日

テイクアウトメニュー

場所／
　中津川市駒場大平1579-11
　☎0573-66-1388
　　定休日／月曜日

・うなぎ弁当　　1,100円（税込）
・串カツ弁当　　　550円（税込）
・うなぎバーガー　600円（税込）
・鯖バーガー　　　500円（税込）
　　　　　　　　　その他各種

テイクアウトメニュー

場所／中津川市手賀野
　　　石原ツインビル1Ｆ
　☎0573-66-5828
　　定休日／月曜日

テイクアウトメニュー

場所／
　中津川市かやの木町1-20
　☎0573-65-2577
　　定休日／日曜日

・神戸館A　800円（ステーキ・エビフライ・カニコロ・チキンカツ・ごはん）
・神戸館B　800円（ハンバーグ・エビフライ・カニコロ・チキンカツ・ごはん）
・唐揚弁当　650円…等（おかず大盛＋200円）
　　　　　　　　　　税込価格。5個以上のご注文で近隣配達いたします。

テイクアウトメニュー

場所／
　中津川市中津川1157-12
　☎0573-65-0805
定休日／木曜日

・パスタ　　　　　　　　　880円
・サンドイッチ　　　　　　690円
・チキンと野菜＆フルーツのパンズサンド　590円
　　（フルーツなしも可）
・エスプレッソ珈琲（アメリカンも可）　480円
・カフェラテ・カプチーノ　　　　各580円

テイクアウトメニュー

場所／
　中津川市千旦林2567-2
　☎0573-68-2820
　　090-3552-0103
　　定休日／月曜日

・ヒレカツ弁当　　　800円
・うなぎ半分入丼　1,300円
・特製お弁当・折り　1,080円～
　 その他TELにてお問合せください。

テイクアウトメニュー

場所／
　中津川市手賀野387
　☎0573-66-1425
定休日／不定休

・ブロッコリーとボロネーゼピザ　600円
・お肉屋さんのミックスピザ　　　650円
・スペシャルカレーピザ　　　650円

テイクアウトメニュー

・もも肉しょうゆ唐揚　400円　・むね肉塩唐揚　380円
・お弁当各種　　400円～730円

テイクアウトメニュー

場　所／中津川店　中津川市新町５-20　　　☎0573-65-4129
　　　　恵 那 店　恵那市長島町中野1-9-1　☎0573-26-4129
定休日／水曜日

中津川店
恵那店

事前予約で焼き立てピザをご用意いたします。

1枚20㎝
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本店本店本店

イメージ

イメージ

・ミックスピザ　980円
・タラコのピザ　850円

・1,250円（一人前）
※鍋は無料で
　お貸しします。
※2名以上でお申し付けください。

パエリア（要予約）オリジナルピザ（9インチ）

E-mail canon-76@takenet.or.jp

パスタ&イタリアンパスタ&イタリアンカノンカノンパスタ&イタリアンカノン

・キンパ
・キンパ（ピリ辛）
・トッポギ
・キムチ（450g）

1パック
　各500円 P

スマイル

ケーズデンキ
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※営業は５月８日㈮からとなります。

ジョイセブンジョイセブン「味グルメ協力店」「味グルメ協力店」によるによる

『テイクアウト』『テイクアウト』のご紹介です！のご紹介です！

ジョイセブンジョイセブン「味グルメ協力店」「味グルメ協力店」によるによる

『テイクアウト』『テイクアウト』のご紹介です！のご紹介です！

ジョイセブン「味グルメ協力店」による

『テイクアウト』のご紹介です！

※営業時間・注文・配達の詳細については各店舗へ直接お問い合わせください。
※このテイクアウト企画の各料金は一般料金となりますのでご了承ください（一部を除く）

新型コロナウイルス感染拡大により「外出自粛要請」が出されている中
“stay home 笑顔でお家ごはん”のご紹介させていただきます。
働くジョイセブン会員の皆さまのお手伝いになればうれしいです♥
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JoyJoy至恵那 至木曽

川上屋 100円ショップ

西小学校
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寿司処
ほたる

場所／中津川市手賀野78-16
　　　西小学校上
　☎0573-66-4422
　　定休日／月曜日
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・日替わり弁当　1,300円

テイクアウトメニュー

※事前にご予約が必要です。

お寿司はにぎりとバラ寿司とで選べます。
おかずは日替わりとなります。

場所／
　中津川市駒場801-1
　☎0573-66-7211
　　定休日／火曜日

・ロコモコ丼　　900円
・オムライス丼　800円
・ピザ各種　 S 　940円
　　　　　　M 1,100円
　　　　　　 L 1,380円

テイクアウトメニュー

マジョリカ

場所／
　中津川市千旦林2520-1
　☎0573-68-7868
　　定休日／木曜日

・花御膳弁当　　　1,080円（税込）
　　　（6種の手まり・揚げ物・焼き物・フルーツ）

・特製海老天丼　　1,080円（税込）
　　　　（海老2本・季節の野菜）

・手作りオムライス　700円（税込）
　　　　（大人も子どもも人気メニュー）　

テイクアウトメニュー

※前日までのご注文。当日の場合はTELにてご確認ください。 配達いたします。

場所／
　中津川市茄子川1480-24
　☎0573-68-2188
　　定休日／木曜日

・日替わり弁当　500円（昼のみ）
・日替わり主菜なお惣菜　400円～
・日替わり副菜なお惣菜　200円

テイクアウトメニュー

和子食堂 本店

バロー

バロー
セブンイレブン
ゲンキー

オークワ

中央本線

坂本中学校

坂本郵便局

至恵那市

深沢

三坂
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美乃坂本駅

和子食堂

場所／
　中津川市落合1032-12
　☎0573-69-4484
定休日／月曜日、第4日曜日

・ちらし寿し　1,200円（お吸い物付）
・にぎり寿し　1,200円（お吸い物付）

　1,600円（お吸い物付）
2,000円（お吸い物付）

　　　　　　　　　　　※価格は全て税別表示

テイクアウトメニュー

※前日までの予約に限ります。※4人前以上もしくは5,000円以上の注文。

場所／
　中津川市坂下747-13
　☎0573-75-2218
　　定休日／水曜日

・五平餅
　通常価格　 1本 110円（税込）
　 ジョイセブン会員価格
　　　　 　1本 100円（税込）
　※電話予約のみ受け承ります。

テイクアウトメニュー

コンビニ

青木交差点
至中津川IC

至下呂

至中津川駅

マジョリカ

※いずれもお持ち帰りパック込みのお値段です。

※出前もあります。

場所／
　中津川市駒場1557-139
　☎0573-67-9797
　　定休日／日曜日

テイクアウトメニュー

場所／
　中津川市太田町2-4-18
　☎0573-65-2361
　　定休日／日曜日

・盛り合わせ鮨 梅　1,080円
・盛り合わせ鮨 竹　1,620円
・松花堂弁当　　　3,240円
　　　　　　　　その他各種

テイクアウトメニューご予約にて
承ります

・パエリア（2人前）　2,000円
・明方ハム入りキンパ　450円
・焼鳥入りキンパ　　　400円
・サバサンド　　　　450円

はすの実Kitchen

至下呂

山手

市民
病院
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一
中
学
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はすの実大平の山彦大平
倶楽部

桔梗屋
き　　きょう　　や

場所／
　中津川市福岡1083-12
　☎0573-72-4087
定休日／月曜日･第３日曜日

・イソップ弁当　833円（平日昼のみ）
・MIXピザ 8インチ（21㎝）　1,019円
　 ★他サイズ種類あります。

・MIXドリア　　735円
　　※全てケース代、税込価格

テイクアウトメニュー

場所／
　中津川市福岡1208-3
　☎0573-72-3100
　　定休日／火曜日

・かしわモモ唐揚　620円
・餃　子　360円　・かつ丼　910円
・酢　豚　860円　・オムライス
・八宝菜　880円　　　　　　　　　　770円
　　　　　　　　　　その他各種

テイクアウトメニュー
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ドライブイン福岡
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※営業は５月７日㈭からとなります。

イメージ

イメージ
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場所／
　恵那市大井町1120-1
　☎0573-25-7707
　　定休日／月曜日

・幕の内弁当　750円（天ぷら・焼魚・炊き合せ・麦ごはん　要予約）
・麦とろ弁当　750円
・とろろ単品　600円
・とんかつ弁当　650円…等
　　税込価格。5個以上のご注文で近隣配達いたします。

テイクアウトメニュー

場所／
　恵那市大井町2709-77
　☎0573-25-5375
　　定休日／不定休

テイクアウトメニュー

場所／
　恵那市大井町北関戸2627-18
　☎0573-26-3007
　　定休日／木曜日

テイクアウトメニュー

・飛騨牛A5ランク牛丼　1,728円（税込）　
　丼のみのご提供となります。
　（店内飲食の場合はみそ汁、タマゴが付きます）

恵那峡グランドホテル

恵那峡恵那峡
グランドホテルグランドホテル
恵那峡
グランドホテル
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恵那峡

恵那峡口

長島西

旭ケ丘

シアター恵那

恵那IC

中央自動車道中央自動車道中央自動車道

・日替わり弁当　　　860円
・サバ煮弁当　　　1,000円
・恵那鶏唐揚弁当　1,350円
・かつ丼　　　　　　900円
　　　　　　　　その他各種

場所／
　恵那市長島町久須見1085-9
　☎0573-25-7212
　　定休日／水曜日

場所／恵那市武並町竹折1696-27　☎0573-28-3329
定休日／木曜日

テイクアウトメニュー

・手巻き寿司セット 4,860円（一本150円）
　　　まぐろ4　白身4　イカ4　サーモン4　えび4
　　　玉子4　いくら　きゅうり　かんぴょう　しそ
　　　特製醤油　シャリ玉30ヶ　のり30切れ　がり
　　　わさび
　 アボガド、コーン、エビ天、納豆などお好みがあれば別途、
　 ご用意いたします。お気軽に申し付けください。

GS
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中央自動車道

至中野方

久須見
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・やきそば弁当　600円　・からあげ弁当　650円　・豚焼肉弁当　650円　・牛焼肉弁当　1,500円
・BBQセット（2･3人前）　5,000円～　　その他各種

昭和包装
工業

GS ファミリーマート

至
恵
那
市
街

至
瑞
浪
Ｉ
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至
瑞
浪
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焼肉焼肉　ひーさん家ひーさん家焼肉　ひーさん家

至恵那IC

中央自動車道中央自動車道中央自動車道

※配達エリア：武並町、三郷町、釜戸町、長島町 その他応相談
※お弁当2品もしくは1,500円以上のご注文で配達！

※臨時休館等が発生する場合があります。

自分の良いとこ見つけましょ♡ 手相講座分分の いとこ け しししししょょょ♡♡♡♡♡♡♡ 手手手手手手手手手手手手手手手相相相相自分の良いとこ見つけましょ♥ 手相講座陶器のマグカップ作りママママママママママママママグググググググググググググカカカカカカッッッッッッッップププププププププププ作作作作作作作作作作りりりりりりママグググググカカカカカ 作作作りりりりり陶器のマグカップ作り

■日　　時：７月３日㈮ 10：30～12：00　13：30～15：00
■場　　所：中津川市下野1171　緑香庵
■講　　師：わくわく手相鑑定士 代田美千代
■参 加 費：会員及び登録家族　1,500円
　　　　　　その他同伴者　　　2,500円
■募集人数：各クラス６名
■持 ち 物：筆記用具
■申込方法：6月30日㈫までに緑香庵　090-2687-9040へ
　　　　　　お申込みください。

■日　　時：６月26日㈮ 13：30～15：30
　　　　　　６月28日㈰ 13：30～15：30
■場　　所：中津川市下野1171　緑香庵
■講　　師：陶房くくり 和田圭世

■参 加 費：会員及び登録家族　2,300円
　　　　　　その他同伴者　　　3,400円
■募集人数：各クラス４名
■申込方法：6月19日㈮までに緑香庵　090-2687-9040へ
　　　　　　お申込みください。 ※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

＊作成は1人1個です。
　出来上がりは2週間後
　受け取りに来ていただ
　きます。

粘土を薄く延ばして型に巻く方法でマグカップを作ります！粘土を薄く延ばして型に巻く方法でマグカップを作ります！
自分で作ったマグカップで飲むコーヒーは美味しいですよ♡自分で作ったマグカップで飲むコーヒーは美味しいですよ♡
粘土を薄く延ばして型に巻く方法でマグカップを作ります！
自分で作ったマグカップで飲むコーヒーは美味しいですよ♡

自分の強みってナニ？自分の強みってナニ？
手の平にある張りや線で手の平にある張りや線で
手相を読み解き自分の強みを手相を読み解き自分の強みを
見つけてみましょう。見つけてみましょう。
手相に興味がある方、手相に興味がある方、
又は本を読んでも又は本を読んでも
よくわからなかった方よくわからなかった方
みんなで楽しくみんなで楽しく
ワークすることで、ワークすることで、
どんどん読み解く事がどんどん読み解く事が
出来るようになります。出来るようになります。

自分の強みってナニ？
手の平にある張りや線で
手相を読み解き自分の強みを
見つけてみましょう。
手相に興味がある方、
又は本を読んでも
よくわからなかった方
みんなで楽しく
ワークすることで、
どんどん読み解く事が
出来るようになります。

みんなで力を合わせてコロナウイルスに勝ちましょう。



チケットのあっせん　　　の申込方法は6ページ、申込用紙は7ページにあります。※申込後のキャンセルは出来ません。22

その2その2チケットのあっせん

５

その1その1チケットのあっせん

【チケットのあっせん　　　申込方法】　※申込後のキャンセルは出来ません。　※重複申込みはご遠慮ください。　
5月15日㈮までに6ページの申込方法でお申込みください。抽選のうえ、当選者のみ5/30㈯までにハガキでご連絡します。

松田聖子松田聖子松田聖子

日　時／８月29日㈯ 17:00開演
会　場／日本ガイシホール（JR東海道本線「笠寺駅」から徒歩3分）
席種及び枚数／Ｓ席 20枚（１会員２枚まで）
あっせん価格／9,800円を9,500円　※未就学児入場不可。
　　　　　　　　　　※本公演の定価と割引価格の差額はジョイセブンにて補てんしています。

デビュー40周年を迎え、皆様とお祝いする
スペシャルなコンサートを開催いたします！！ 抽選！

5/15（金）

締切！

日　時／６月18日㈭ 　18:00開演
会　場／日本特殊陶業市民会館
　　　　　　　　フォレストホール
　　　　 （ＪＲ金山駅より北へ徒歩5分）
席種及び枚数／全席指定 10枚
　　　　　　 　 （1会員2枚まで）
あっせん価格／8,800円を
　　　　　　　　　8,600円
　　　　　　　※未就学児入場不可

さだまさしさだまさしさだまさし
日本で最も多くのソロ・コンサートを行った歌手であり

回数は実に4000回を越え、現在も記録を伸ばし続けている。
数々の名曲とともにトークの軽妙さをお楽しみください。

日　時／９月22日（火・祝） 17:00開演
会　場／日本特殊陶業市民会館
　　　　　　　　フォレストホール
　　　　 (ＪＲ金山駅より北へ徒歩5分)
席種及び枚数／全席指定 30枚
あっせん価格／7,000円を
　　　　　　　6,800円
　　　　　　　　　※未就学児入場不可

平原 綾香平原 綾香平原 綾香
平原綾香 CONCERT TOUR 2020

～MOSHIMO～

日　時／７月25日㈯ 17:30開演
　　　　７月26日㈰ 15:00開演
会　場／愛知県芸術劇場大ホ－ル（地下鉄栄駅下車徒歩3分)
席種及び枚数／全席指定 各日30枚
あっせん価格／
　　7,000円を6,800円
　　　※4才以上有料
　　　　3才以下入場不可

flumpoolflumpoolflumpool
flumpool 10th Tour 2020

日　時／９月26日㈯ 17:00開演
会　場／愛知県芸術劇場
　　　　　　　コンサートホ－ル
　　　　 (地下鉄 栄駅下車徒歩3分)
　　席種及び枚数／
　　　　　全席指定 30枚
　　あっせん価格／
　　　　　7,000円を6,800円
　　　　　　　　　※未就学児入場不可

東儀秀樹/古澤巌/塩谷哲東儀秀樹/古澤巌/塩谷哲東儀秀樹/古澤巌/塩谷哲
Six Unlimited コンサートツアー 2020

～オールスターズの企て～

その1その1
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その3その3チケットのあっせん

チケットのあっせん　　　の申込方法は下記に、申込用紙は7ページにあります。※申込後のキャンセルは出来ません。33

日生劇場ファミリーフェスティヴァル2020日生劇場ファミリーフェスティヴァル2020日生劇場ファミリーフェスティヴァル2020
「アラジンと魔法の音楽会」「アラジンと魔法の音楽会」「アラジンと魔法の音楽会」

ディズニーディズニー・アカペラアカペラ・コンサートコンサートディズニー・アカペラ・コンサート

ディカペラディカペラディカペラ

日　時／７月11日㈯ 昼の部
　　　　７月23日（木・祝） 昼の部
会　場／御園座（地下鉄東山線「伏見駅」下車6番出口より徒歩2分)
席種及び枚数／全席指定　各日10枚
あっせん価格／Ａ席 14,000円を12,500円

御園座 7月公演

 細川たかし 細川たかし 特別講演特別講演 細川たかし 特別講演

日　時／８月20日㈭ 14:00開演
会　場／愛知県芸術劇場 大ホール（地下鉄「栄駅」下車徒歩3分）
席種及び枚数／S席　10枚
あっせん価格／大　　人　3,500円を3,000円
　　　　　　　中学生以下　2,000円を1,500円
　　　  ※3才以下は大人1名につき１名までひざ上鑑賞可（席が必要な場合は有料）

日　時／８月24日㈪ 19:00開演
会　場／愛知県芸術劇場 大ホール（地下鉄「栄駅」下車徒歩3分）
席種及び枚数／S席　10枚
あっせん価格／9,000円を8,500円
　　　　　　　　  ※3才以下入場不可。チケットは1人1枚必要（膝上は不可）

①７ページの申込用紙にご記入の上、ジョイセブン事務局へファックス（0573-65-1180）してください。
②ファックスのない方は、Ｅメール（j@joy7.or.jp）でお申込みください。携帯でもできます。
　またはジョイセブンホームページ（http://joy7.or.jp）チケットの申込をご利用ください。
③上記①と②以外の方は、申込用紙にご記入の上、事務局へご提出ください。
　※お申込み後のキャンセルは出来ません。　お申込み受付後、ご予約結果を電話またはハガキで連絡します。

ご予約のチケットが届きましたら電話またはハガキで連絡します。
ご連絡後10日以内に代金引換にてお受取ください。　郵送希望の方はお申出ください。

■チケットの受取方法／

※但し、あっせんチケットにより締切日が異なりますのでご注意ください。■チケットの申込方法（　　　～　　　 ）／申込締切日 5月15日㈮その1その1 その3その3

8/7
㈮

日　程／８月７日㈮～８月12日㈬

※スケジュールは変更になる場合があります。 ※公演時間：約2時間（休憩15分）

会　場／ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）
　　　　　（名古屋市営地下鉄 名城線「市役所駅」下車徒歩5分）
　　　　　　※ドルフィンズアリーナ専用の駐車場はございませんので、
　　　　　　 公共交通機関をご利用ください。

席種及びあっせん価格／　S席 5,000円を3,800円
　　　　　　　 　　　☆S席 5,000円を3,000円
 　　　　　　　　　　☆Ａ席 3,900円を2,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※3才以上有料。大人・子供同一料金

11：00
14：00

8
㈯

10：30
13：30
☆16：30

9
㈰

10：30
13：30
16：30

10
（月・祝）

11：00
14：00

11
㈫

11：00
14：00

12
㈬

11：00
14：00

開
演
時
間

約4,000人のアーティスト・スタッフ、6,000頭以上の動物、約70ヶ所
の常設・仮設劇場を持つ世界最大のサーカス、ボリショイサーカス！
ロシアより来日したアーティストによる空中ブランコ、綱渡りなど
アクロバティックで鍛え抜かれた技の数々に観客席は息つく暇なし！
世界の頂点に立つ最新、最高レベルの演技を見せるサーカスを
楽しんでください！！

※未就学児童入場不可

【主な出演】加藤雅也、前田耕陽、
　　　　　杜このみ、彩青　ほか

〈一部〉『あの海の向こうへ
　　　～細川たかし誕生物語～』
〈二部〉歌謡ステージ
　 『細川たかしとファミリー達2020』

声だけで魅せるディズニー声だけで魅せるディズニー
　　　　　　　音楽の世界。　　　　　　　音楽の世界。
おなじみのディズニーソングがおなじみのディズニーソングが
目白押し！目白押し！
ディカペラが日本全国にディカペラが日本全国に
　ディズニー音楽の魔法を　ディズニー音楽の魔法を
　　　　　　　お届けします。　　　　　　　お届けします。

声だけで魅せるディズニー
　　　　　　　音楽の世界。
おなじみのディズニーソングが
目白押し！
ディカペラが日本全国に
　ディズニー音楽の魔法を
　　　　　　　お届けします。

©Kosaku Nakagawa



その4その4チケットのあっせん

７

事 業 所 名

会 員 番 号

自 宅 住 所

公 演 名

事 業 所 ☎

会 員 氏 名

連 絡 先 ☎

公 演 日

〒 － 市から記入 ※携帯等連絡のとれる番号を記入してください。

0573－ －

－ －
時間

席種又は券種及び枚数

　チケットの申込用紙（　　　～　　　）／FAX 0573-65-1180 申込日 日月その1その1 その3その3

ＦＡＸの方は切り取らず、このページのまま送信してください。

有効期限券　種劇場別　映画券のあっせん あっせん価格

高 大 生
シ ニ ア
幼/小中生

大 学 生
シ ニ ア
幼/小中高生

大　人 1,200円

大　人

2020年6月末

1,200円

2020年7月末

2020年9月末

1,200円

2020年7月末1,200円

2020年10月末1,200円

2020年10月末700円

大 学 生
シ ニ ア
幼/小中高生

大　人

大 学 生
シ ニ ア
小　　人
（3才～高校生）

大　人

高 大 生
シ ニ ア
小 中 生

大　人 2020年6月末1,100円

大 学 生
シ ニ ア
幼/小中高生

大　人

通常料金

1,500円
1,100円
1,000円

1,500円
1,100円～1,200円
1,000円

1,800円

1,800円  

1,500円
1,200円
1,000円

1,900円

1,500円
1,100円
900円～
1,000円

1,800円

1,600円
1,300円
1,200円

1,900円

1,500円
1,200円
1,000円

1,900円

イオンシネマ全国共通券

● イオンシネマ各務原
● イオンシネマ長久手
● イオンシネマ・ワンダー（mozoワンダーシティ）

中日本興業共通券

● ミッドランドスクエアシネマ（名古屋駅前）
● ミッドランドスクエアシネマ2
● ミッドランドシネマ名古屋空港

スターキャット・ケーブルネットワーク
直営館共通券

● 伏見ミリオン座
● センチュリーシネマ（名古屋矢場町パルコ内）

TOHOシネマズ全国共通券（六本木ヒルズを除く）

● TOHOシネマズ岐阜（カラフルタウン内）
● TOHOシネマズ木曽川（ダイヤモンドシティキリオ内）
● TOHOシネマズモレラ岐阜　他

全国109シネマズ＆ムービル 共通券

● 109シネマズ名古屋

コロナシネマワールド全国共通券

● 小牧コロナシネマワールド　他

映画券通年販売中
■購入方法／ジョイセブン事務局で会員カードをご提示のうえお買い求めください。
　郵送をご希望の方は、今月号会報誌（No.284）9ページ、又はジョイセブンガイドブック2018の49ページ、又は
　ジョイセブンホームページの郵送サービス申込書をご利用ください。各社映画券は、有効期限内の上映作品にご利用いただけます。

※ネット予約、
　または当日
　券売機でも
　利用可能！

※ネット予約、
　または当日
　券売機でも
　利用可能！

※ネット予約、
　または当日
　券売機でも
　利用可能！

カードサイズ
　になりました！

■ご購入いただいたチケットの返品・交換は承われませんのでお願いします。
■各劇場の上映予定は、直接劇場へお問合せいただくか、新聞・インターネット等でご確認ください。

～1,900円

チケット完売の場合、入荷までに日数を要する
ことがありますのでご了承ください。
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チケット好評発売中

所 在 地／中津川市蛭川5735-209　☎0573-45-3333
営業期間／５月７日㈭～11月23日（月・祝）
　　　　　　　 平日9:30～17:00、土日祝日･夏休み期間9:00～17:00
　　　　　　　 お盆期間8/8～8/16は18:00まで営業
　　　　　　　 定休日：毎週水曜日（6月と10月は毎週水曜と木曜定休）
　　　　　　　 ※詳しくは恵那峡ワンダーランドホームページの営業カレンダーをご確認ください。

購入方法／ジョイセブン事務局でチケットお買い求めいただき、ご利用日当日
　　　　　恵那峡ワンダーランドの入園窓口へ提出し、本チケットとお引換く
　　　　　おださい。
　　　　　　　※シニアの方は引換時に年齢確認が出来る、免許証･保険証等の提示が必要です。

そ の 他／・ジョイセブン事務局でチケットを購入しないで直接行かれた場合は、
　　　　　　ジョイセブンカード提示で一般料金から100円引きとなります。
　　　　　・駐車場有料日は、ジョイセブンカード提示で800円が500円となります。
　　　　　　　※ジョイセブン事務局では登録家族人数分程度の購入をお願いします。団体での利用は出来ません。

会　期／５月９日㈯～６月14日㈰　平日9:00～17:00　土日８:00～18:00（入園は閉園の30分前まで） 
会　場／花フェスタ記念公園（東海環状自動車道 可児御嵩ICより5分）（岐阜県可児市瀬田1584-1 ☎0574-63-7373）
あっせん価格／大　人　1,050円を800円　※高校生以下無料　※駐車料金無料

購入方法／5月30日㈯までにジョイセブン事務局でお買い求めください。

とってもお得！チケット販売始めました!！

恵那峡ワンダーランド恵那峡ワンダーランド
大自然峡谷の総合レジャーランド大自然峡谷の総合レジャーランド

恵那峡ワンダーランド
大自然峡谷の総合レジャーランド

※ワンデーパス対象期間：4/29(水･祝)～5/10(日)
　　　　　　　　　　　7/18(土)～9/6(日)／9/19(土)～9/22(火･祝)
※上記の対象期間以外は「とくとくパック」をご利用ください。

５月６日（水・休）までのイルミネーション期間の入村券を購入された方で未使用のチケットは
６月30日㈫まで利用可能となりましたので、お知らせします。（但し、イルミネーションは終了しています）

なばなの里 入村券なばなの里 入村券なばなの里 入村券

花フェスタ記念公園 花フェスタ記念公園 春のバラまつり春のバラまつり花フェスタ記念公園 春のバラまつり

あっせん価格／

入園 大人（中学生以上）

入園 小人（3才～小学生）

入園 シニア（60才以上）

シニアセット券（入園＋乗物券1回セット）

券　　種 一般料金 あっせん価格

1,100円

700円

900円

1,300円

700円
300円
600円
900円

とくとくパック（中学生以上）
【入園券＋乗物券8回分付】

とくとくパック（３才～小学生）
【入園券＋乗物券9回分付】

3,800円

3,400円

2,800円

2,400円

ワンデーパス（中学生以上）　※期間限定
【入園券＋乗物フリーパス】

ワンデーパス（３才～小学生）　※期間限定
【入園券＋乗物フリーパス】

4,200円

3,600円

3,200円

2,600円

マキロンS
かゆみ止め液
参考価格858円→
　　会員価格410円

家庭常備薬のあっせん家庭常備薬のあっせん家庭常備薬のあっせん

一部商品ご案内

ジョイセブン

あ
ま
の
創
健

事
業
所
様

①斡旋
　ご案内

④商品送付

⑤お支払

③一括申込

②申込書
　　送付

新セデス錠
参考価格715円→会員価格190円

薬用ハミガキ
生薬当帰の力
参考価格1,078円→
　　会員価格430円

■申込方法　①ご希望の方は、申込書（会報に折込）に個数及び金額をご記入ください。
　　　　　　②事業所ごとに「申込書」を取りまとめ「斡旋申込取りまとめ書」にご記入ください。
　　　　　　③「申込書」・「斡旋申込取りまとめ書」を、ジョイセブンまでご送付又はご持参ください。
■申込締切　各事業所の担当者様への締切日・・・・・・・・５月15日㈮
　　　　　　上記担当者様からジョイセブンへの締切日・・・５月21日㈭
■納品予定日　６月中旬
■納品方法　商品は、申込者ごとに取りまとめ㈱あまの創健より
　　　　　　各事業所宛に送付いたします。（送料無料）
■代金支払方法　商品と一緒に、振込用紙（コンビニ・郵便局対応）を同封いたします
　　　　　　ので、事業所ごとに取りまとめの上、最寄りのコンビニ・郵便局
　　　　　　にてお支払ください。（振込手数料は業者負担）
■そ の 他　詳細についてのお問合せ、又は商品の破損、過不足等がありましたら、㈱あまの創健へ直接連絡
　　　　　　してください。　☎052-931-0101
■取扱業者　㈱あまの創健　　愛知県名古屋市北区五反田町178-5　☎0120-170-228

大正漢方胃腸薬〈微粒〉
参考価格1,067円→会員価格690円

一部商品の販売取りやめ
※商品No.177
　オムロン電子体温計
　けんおんくん MC-687
※商品No.178
　シチズン電子体温計
　CT-422

有効期間
延長決定！

満開の菖蒲満開の菖蒲 飛びかうホタル飛びかうホタル満開の菖蒲 飛びかうホタル



９

ジョイセブンの営業時間内に間に合わない方や、遠方の方等は郵送サービスをご利用ください。
（但し、旧中津川市内の方は出来る限りジョイセブン事務局にお越しいただけると幸いです。）

（コピーしてご利用ください）

利用方法：この郵送サービス申込書に必要事項を記入の上、ジョイセブン事務局へＦＡＸするだけです。
　　　　　但し、事前に振込が必要なチケット等は、先に振込後、領収書も一緒にＦＡＸしてください。振込方法は下記にあります。

申込日　　　月　　　日
令和２年４月21日現在

郵送サービス申込書（割引券や映画券など）

ジョイセブン行（FAX 0573-65-1180）

【ジョイセブン窓口では代金不要の割引券】※代金は割引券利用当日に現地支払となります。

事 業 所 名 会 員 番 号

連絡先 TEL
（携帯番号等）

会 員 氏 名

送付先住所

その他の割引券は内容を
記入してください。

内容を記入してください。〔例：花フェスタバラまつり　大人2枚〕

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

施設名 施設名 区分・枚数区分・枚数

大人券
（大学生以上）

大人券
小人券

（3才～高校生）

大人券
（小学生以上）

大人券
（大学生以上）

大人券
（大学生以上）

大人券
（高校生以上）

1,200円

1,100円

1,200円

1,200円

1,200円

1,200円
4才以上 1,000円

高校生以上 300円

700円

コロナシネマワールド全国共通
　　（小牧コロナ他）
　　※小人券は作品によって2才～必要です

スターキャット・ケーブルネットワーク
（伏見ミリオン座・センチュリーシネマ）

ＴＯＨＯシネマズ（六本木ヒルズを除く全国共通）
（モレラ岐阜・ダイヤモンドシティキリオ　他）

１０９シネマズ全国共通
（109シネマズ名古屋 他）

イオンシネマ全国共通
（イオン各務原・mozoワンダーシティ 他）

名古屋港水族館入館券

東山動植物園観覧券
※中学生以下無料

海遊館入館券

４館共通券
（名古屋港水族館　展望室　海洋博物館　南極観測船ふじ）

ミッドランド･スクエアシネマ
ミッドランドシネマ名古屋空港

〔事業所・自宅〕←どちらかに○印をつけてください。但し登録の住所に限ります。

  〒　　　　－

2才以上 合計

合計

合計

合計

合計

合計

合計

合計

合計

幼児4才～350円

小中生800円

幼児3才～500円

小中生700円

高校生1,600円

小中生1,000円

高校生1,400円

大人1,900円

大人2,000円

小学生中学生以上

（１枚で５名まで利用可）

名古屋アンパンマン
こどもミュージアム＆パーク

〔

自 治 体 ・ 商 工 会

■振込方法　ジョイセブン専用振込用紙（手数料無料）を利用の上、
　　　　　　次の金融機関で振込してください。
　　　　　　　　・愛知銀行・大垣共立銀行・岐阜信用金庫
　　　　　　　　・十六銀行・東海労働金庫・東濃信用金庫
　　　　　　　　・八十二銀行・東美濃農協・三菱UFJ銀行

■ジョイセブン専用振込用紙の手数料無料の条件
　　　　　　　　中津川市内または恵那市内に有する上記金融機関の窓口からの
　　　　　　　　振込であり、振込用紙に明記してあるジョイセブン口座と、支店
　　　　　　　　または本店間の振込である事 

・中津川市役所工業振興課
・各総合事務所
・中津川北商工会・各支所
・恵那市役所商工課
・各振興事務所
・恵那市恵南商工会・各支所

中津川市

恵 那 市

■ジョイセブン専用振込用紙は下記の所にあります。
（又は、お勤めの事業所でおたずねください）

ナガシマスパーランド

日本モンキーパーク

リトルワールド

明治村

志摩スペイン村

鈴鹿サーキット

ラグーナテンボス

南知多ビーチランド＆
南知多おもちゃ王国 大人・小人（2才以上）

１才以上

大人・小学生・
幼児（2才以上）

大人・シルバー・高校生
小中学生・幼児（3才以上）
大人・シニア・大学生・
高校生・小中学生

中学生以上・小学生・
幼児（3才以上）・シニア

大人・中人（12～17才）
小人（3才以上）・シニア

大人・小中学生・
幼児（3才以上）

【事前に振込が必要なチケット等】※入金確認後に郵送となります。日にちに余裕をもってご利用ください。

振込日 合計金額 ※領収書と申込書を一緒に
　FAXしてください月　　日 円

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

大人1,600円

枚

枚

施設名 券種・あっせん価格・枚数 施設名 券種・あっせん価格・枚数

映
画
館

名
鉄
イ
ン
プ
レ
ス（
共
通
券
）

そ
の
他

レ
ジ
ャ
ー
施
設

東京ディズニーリゾート
コーポレートプログラム利用券（1,500円券）

P.８好評発売中のチケットは右記のその他の欄へ記入してく
ださい。
但し、指定席のチケットや発売日時指定の公演等は、事前に
ジョイセブン（☎0573-65-1177）へお問い合せください。
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新規割引協定施設のお知らせ新規割引協定施設のお知らせ新規割引協定施設のお知らせ

ジョイセブンの特約店（割引店）に
なっていただけませんか
ジョイセブンの特約店（割引店）に
なっていただけませんか

　ジョイセブンでは、会員の皆さんに、会員証を提示
するだけで割引の特典が受けられる提携特約店制度
があります。
　この制度をさらに拡大して、会員の皆さんにより利用しやすくする
ために、新たに特約店になっていただけるお店や事業所を求めていま
す。ご賛同いただける場合はジョイセブン事務局までご連絡ください。
ジョイセブン事務局の担当者が訪問させていただきます。
　会員の皆さんの情報提供のご協力もお願いします。

連絡先：ジョイセブン事務局
TEL（0573）65-1177　FAX（0573）65-1180

　お知り合いの事業所で、ジョイセブンに加入いただ
けるところがありましたら、電話かFAXでジョイセブン
事務局までご連絡ください。

（ご紹介いただき加入された場合には粗品を進呈いたします。）

新規会員
募集中！

新規加入事業所の
　　ご紹介をお願いします。

所 在 地／恵那市長島町中野1丁目7-6
　　　　　☎0573-20-1031
営業時間／11:00～23：00（ラストオーダー）
　　　　　定休日　無休
優待内容／カレーセットドリンク（105円相当）をサービス！
　　　　　※カレーを注文した方に限ります
　　　　　　アイスコーヒー/アイスカフェオレ/アイスミルク
　　　　　　オレンジジュース/アイスウーロン茶
優待対象者／会員のみ
優待方法／注文時にジョイセブンカードを提示してください。

割引協定施設のお知らせ割引協定施設のお知らせ割引協定施設のお知らせ

所 在 地／
　　中津川市落合1447-124
　　☎0573-69-3222
営業時間／9:00～17:00（最終受付16:00）　定休日　不定休
優待内容／一日利用券 350円を300円
優待対象者／会員及び登録家族
優待方法／受付時にジョイセブンカードを提示してください。

所 在 地／中津川市太田町2-6-35
　　　　　☎0573-64-2250
営業時間／平　　日　11:00～14:00　17:00～22:00
　　　　　金土祝前日　11:00～14:00　17:00～25:00
　　　　　定休日　水曜日
優待内容／ラーメン１杯でスタンプ1個を スタンプ2倍
　　　　　スタンプ10個でラーメン１杯サービス
優待対象者／会員及び同伴者
優待方法／料金支払時にジョイセブンカードを提示してください。

落合石畳マレットゴルフ場落合石畳マレットゴルフ場落合石畳マレットゴルフ場
当マレットゴルフ場は、「中山道落合石畳」に

隣接する起伏に富んだ桧林の中に設置された、

36ホールのコースです。

是非お出かけください！ 昔ながらのさっぱり中華そば

恵那長島町店

（ ） 至
中
津
川
市

至
瑞
浪
市

至岩村

至恵那駅

恵那文化
センター 恵那市民会館

十六銀行

東神田 大井町

コンビニ
コンビニ

大崎 正家19

エディオン恵那店

CoCo壱番屋
恵那長島町店

祖父母、父母（どなたか1人でも可）と中学生
以下の子供が同伴すると1回利用毎に、
1ポイント。10ポイントで
図書カード（1,000円相当）を贈呈します。

三世代交流
ポイントカード制度

http：//joy7.or.jp
検 索

★アクセス方法

又は

検 索ジョイセブン

ジョイセブン ホームページ くださいジジジジジジジジ イイイイイイイイイイイセセセセセセブブブブブブブブブンンンンンンンン ホホホホホホホ ムムムムムムムムペペペペペペペペ ジジジジジジジジ くくくくくくくくくくだだだだだだだささささいいいいいいいジョイセブン ホームページをご利用ください

http：//joy7.or.jp

見やすい見やすい・簡
単簡単

探しやすい探しやすい
見やすい見やすい・簡

単簡単
探しやすい探しやすい

見やすい・簡
単

探しやすい

今月の会報誌がまだ届かないな…そんな時はホームページが便利です。
最新号からバックナンバーまでご覧いただけます。
チケットの申込も簡単にできますよ。ぜひご活用ください。
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旅行業者名 旅行代金 出発日 宿泊・特色・その他

【お問合せ・申込は各旅行業者まで】

コース名

ジョイセブン会員及び登録
家族は3％割引となります。

中部観光
岐阜県知事登録旅行業　第2-67号
　☎0573-26-1855

ジョイセブン会員及び登録
家族は3％割引となります。

どり～むツアー
岐阜県知事登録旅行業　第2-258号

　☎0572-66-1388

ごとう観光バス
岐阜県知事登録旅行業　第2-284号

　☎0573-46-3031

5月17・㉑・27
6月1・10・18・㉑

果物の王様渥美メロン狩り1玉とお土産1玉で2玉お持
ち帰り。
伊良湖ビューホテルの豪華ランチバイキングと眺望を
お楽しみください。

宿泊：堂ヶ島温泉 堂ヶ島温泉ホテル
日本の夕日百選にも選ばれた堂ヶ島の絶景宿で海鮮ざ
んまいの夕食をご用意。
フェリー利用で駿河湾もらくらくで運行します。

地元で人気のビュッフェランチとおいしいサクランボ狩
りでお腹いっぱいに。
さらにサクランボ狩りなのに赤肉・青肉のメロンを2玉
お土産付きでお帰りも楽しみなツアーです。

5月25日（月） 師崎から往復船で日間賀島へ。
日間賀島特産のタコ料理。 

日間賀島
海の幸コース
日帰り（昼食付）

伊良湖メロン狩り
日帰り（1食付）

西伊豆
堂ヶ島温泉
1泊２日（4食付）

甲府さくらんぼ狩り
日帰り（1食付）

5月㉗
6月⑥・⑪・⑳・25・㉘
7月4・12

旅行代金 出発日ス名

特選おすすめツアー

5月29
6月16・㉘

お一人様

お一人様

お一人様 6月28日（日） メロン食べ放題と1玉お土産･ちょっぴりプレゼント付き。あさり釜飯とメロン狩り
好評定番食べ放題
日帰り（昼食付）

6月7日（日） 佐藤錦他40分食べ放題。
ワイン工場見学します。
試飲とちょっぴりプレゼント付き。

甲州さくらんぼ狩り
日帰り（昼食付）

ジョイセブン会員及び登録家族
は、国内旅行「赤い風船」と海
外旅行商品が3％割引となりま
す。

 ＦＫツアーズ
岐阜県知事登録旅行業　第3-318号

　☎0572-44-8833

南信州さくらんぼ狩りと
人気の
ランチバイキング
日帰り（昼食付）

6月17日（水）
6月21日（日）
6月27日（土）

＊毎年美味しいと評判の南信州松川のさくらんぼ食べ
　放題！
＊メニュー豊富な「みはらしファーム/トマトの木」での
　ランチバイキング
＊現地の産直市場でのお買い物も楽しめます。

ジョイセブン会員は5％割引と
なります。

ジョイセブン会員は3％割引と
なります。

東鉄観光
岐阜県知事登録旅行業　第2-45号
　中津川支店
　☎0573-66-1560

※発着場所は
　瑞浪/土岐/多治見
　各駅裏になります。

大人お一人様

大人・小人 9,000円

大人・小人 8,200円

大　人 8,000円

小　人 5,700円

5月10日～27日の
　日～水曜日出発

※他設定日もあります。
　追加代金必要

フジドリームエアラインズで行く
山形２日間
主催 ラド観光㈱

＊利用航空会社：フジドリームエアライン
  （小牧空港・FDA381便/FDA386便利用）
＊利用ホテル：ホテルルートイン山形駅前
＊最少催行人員：2名　＊食事：朝食付き
＊添乗員は同行しません。
＊超過手荷物は有料になります。 
＊フライト時間など詳細はお問い合せください。

麒麟がくる 京都大河ドラマ館
と明智光秀ゆかりの地を巡る
湯の花温泉の旅
1泊２日（4食付）

7月5日（日）
8月23日（日）
10月9日（金）

＊湯の花温泉「おもてなしの宿 渓山閣」にご宿泊。
＊光秀ゆかりの「西教寺」「坂本城跡」「亀山城跡」「福知山
　城」「御霊神社」を巡ります。
＊日本三景「天橋立」もお楽しみ頂けます。

9,280円

大人・小人 8,600円

♪うたごえバス part1
童謡・唱歌ゆかりの地
安曇野
日帰り（1食付）

7月19日（日） 懐かしい昭和歌謡や童謡をバスガイドさんと一緒に歌
いながらバスの旅を楽しみましょう♪
歌のしおりを用意します。

コース　
　各地～安曇野ワイナリー～そば庄（昼食）～鐘の鳴る
　丘～ちひろ美術館～大王わさび農場～各地

お一人様

大人・小人 8,700円

飛騨牛陶板焼きと
絶景ドライブ
乗鞍スカイライン
日帰り（1食付）

8月2日（日）
9月12日（土）

コース　
　各地～高山・宮川朝市～魚祭（昼食：飛騨牛陶板焼き）
　～乗鞍スカイライン～畳平～赤カブの里～各地

お一人様

28,100円◯印日

大人お一人様（4～5名様1室）

27,800円

12,500円◯印日

12,000円

12,480円◯印日

12,980円●印日

11,980円

大人お一人様

29,980円3名1室利用

32,980円2名1室利用

※10月出発は一律2,000円UP

※6/21・6/27発は＋500円UP

27,980円

大人お一人様（4～6名様1室）

大人お一人様

31,400円

大人お一人様（2名様1室）

5月11日～27日の
　月～水曜日出発

※他設定日もあります。
　追加代金必要

フジドリームエアラインズで行く
出雲２日間
主催 ラド観光㈱

＊利用航空会社：フジドリームエアライン
  （小牧空港・FDA411便/FDA418便利用）
＊利用ホテル：ホテルルートイン松江
＊最少催行人員：2名　＊食事：朝食付き
＊添乗員は同行しません。
＊超過手荷物は有料になります。 
＊フライト時間など詳細はお問い合せください。

42,500円

大人お一人様（2名様1室）
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※イメージ

×

　1.　4月号会報誌イベント
　2.　通年取扱いチケット
　3.　割引協力店
　4.　ジョイセブンの事業
　5.　登録・変更・退会手続き
　6.　会員利用規程・個人情報の取り扱い

ご意見・ご要望はこちら
新規加入事業所をご紹介ください

ジョイセブン
モバイル情報サイト

ようこそ◯◯◯◯さん

㈶㈶中津川中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター恵那地域勤労者福祉サービスセンター㈶中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター

QRコード

ご登録いただきますと、ジョイセブンの事業内容や、飲食店や買物店などの割ご登録いただきますと、ジョイセブンの事業内容や、飲食店や買物店などの割
引協定施設情報を見ることができます。登録前にメール受信拒否をしていな引協定施設情報を見ることができます。登録前にメール受信拒否をしていな
いかご確認ください。メール受信拒否をしている場合はいかご確認ください。メール受信拒否をしている場合は、　、　
　「@posh.j　「@posh.jp」p」のアドレスを受信許可にのアドレスを受信許可にしてくださしてください。い。

ご登録いただきますと、ジョイセブンの事業内容や、飲食店や買物店などの割
引協定施設情報を見ることができます。登録前にメール受信拒否をしていな
いかご確認ください。メール受信拒否をしている場合は、　
　「@posh.jp」のアドレスを受信許可にしてください。

joy7@posh.jp会員登録方法
次のアドレス宛に空メールを送り、次のアドレス宛に空メールを送り、
返信メールよりご登録ください。返信メールよりご登録ください。
次のアドレス宛に空メールを送り、
返信メールよりご登録ください。

毎月発行している『会報誌』以外に知って得する情報毎月発行している『会報誌』以外に知って得する情報
“豊富”にそして“タイムリー”にご提供します！“豊富”にそして“タイムリー”にご提供します！
毎月発行している『会報誌』以外に知って得する情報
“豊富”にそして“タイムリー”にご提供します！登録料無

料

※会員の皆様の個人情報等、重要な情報保護を第一に考え、ジョイセブンモバイル（TSメール）は世界標準のセキュリティ技術TLSを
　導入しております。旧来の情報端末からではアクセス出来ない場合がございます。ご理解いただきますようお願いいたします。

事務局事務局だよだより＆会報予告会報予告事務局だより＆会報予告

■ http://joy7.or.jp■ http://joy7.or.jp
■ E-mail j@joy7.or.jp■ E-mail j@joy7.or.jp

〒508-0015〒508-0015　中津川市手賀野172番地の1中津川市手賀野172番地の1（中津川市サンライフ内）（中津川市サンライフ内）〒508-0015　中津川市手賀野172番地の1（中津川市サンライフ内）
平　日　8：30～18：00平　日　8：30～18：00
土曜日　8：30～17：15土曜日　8：30～17：15
日・祝日・年末年始は休業日・祝日・年末年始は休業

営業時間営業時間
平　日　8：30～18：00
土曜日　8：30～17：15
日・祝日・年末年始は休業

営業時間
■ http://joy7.or.jp
■ E-mail j@joy7.or.jp

一般財団法人　一般財団法人　中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター一般財団法人　中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンター

TEL（0573）65-1177 FAX（0573）65-1180

中津川市

慶弔共済給付（４月～３月分）（　）は３月分
　　会　員　の　結　婚　…………188件（　25）
　　会員又は配偶者の出産　………303件（　30）
　　会員の子の小学校への就学……481件（　　1）
　　会員の子の中学校への就学……546件（　　0）
　　会　員　の　成　人　………………122件（　24）
　　会　員　の　還　暦　………………339件（　45）
　　傷　病　休　業　………………281件（　20）
　　後　遺　障　害　………………　　2件（　　0）
　　本　人　死　亡　………………　38件（　　1）
　　家　族　死　亡　………………577件（　51）
　　住　宅　災　害　………………　　2件（　　0）
　　　合　　　計 　………………2,879件（197）
成人病健診等助成（４月～３月分）（　）は３月分
　　成人病健診助成　………………6,208件（1,015）
　　人間ドック助成　………………　492件（　43）
　　　合　　　計 　………………6,700件（1,058）
※慶弔共済給付・成人病健診等助成は会員のみであり、賛助会
　員は対象となりません。

■バスツアー会報誌掲載について
新型コロナウイルス感染拡大により5月会報誌の「バスツアー」掲載をお休み致します。
今後のバスツアーにつきまして会報誌掲載等は未定ではありますが、引き続きジョイセ
ブンをご利用いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
※各旅行業社の特選おすすめツアーは通常通り掲載しています。

■小学校･中学校就学祝い金の申請について（注意：賛助会員は対象となりません）
小学校･中学校就学祝い金の申請を提出されていない事業所は、お早目にジョイセブン事務局までご提出ください。
※但し、申請者(会員)は2020年４月１日現在、会員資格があることが第1条件となります。

■ナゴヤドーム年間指定席 後半戦チケットのあっせんについて（4/20現在の状況）
５月会報誌で７月からの後半戦のあっせんを掲載予定でしたが、今シーズンは未
だ開幕が決まらない状況となっておりまして、掲載を見送らせていただきますので
お願いいたします。

■GW･5月休業日のお知らせ
GW期間〔5/2㈯～5/6（水・休）〕と
毎週日曜日〔5/10･17･24･31〕となります。
※土曜日（5/2除く）は13:00までやっています

敬称略

◆事業所数　1,795　◆会員数　19,161人　（令和2年4月1日現在）

㈲十片木坂　下

事業所名地域

（同）LIFTE恵　那

事業所名地域

ジョイセブンジョイセブンの新しい仲間ですの新しい仲間ですジョイセブンの新しい仲間です
新規加入事業所紹介

【次号会報予告】 ※諸事情により変更する場合があります。
　・夏の野菜狩り　・コーヒーセミナー（7/11㈯）
　・お中元商品のご案内（丸大ハム）
　・ナゴヤドーム年間指定席 チケットのあっせん（後半戦）

【重要】ジョイセブン業務時間の変更について
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う「緊急事態宣言」にもとづき
５月より当面の間(５月末予定)、業務時間を短縮させていただきます。
　　平日 8:30～18:00  平日 8:30～17:15
　　土曜 8:30～17:15  土曜 8:30～13:00（5/2は休業します）
何卒ご理解とご協力をお願い致します。

事業報告その3
事業報告その3
事業報告その3

いちご狩りいちご狩りいちご狩りいちご狩りジョイセブンジョイセブンジョイセブンジョイセブンジョイセブン いちご狩り

2月から4月初旬にかけて2月から4月初旬にかけて
実施しました「いちご狩り」は、実施しました「いちご狩り」は、
馥郁農園さんと今田平さんで、馥郁農園さんと今田平さんで、

840名840名のご参加をいただきました。のご参加をいただきました。

2月から4月初旬にかけて
実施しました「いちご狩り」は、
馥郁農園さんと今田平さんで、

840名のご参加をいただきました。

　多種のイベント･公演では延
期や中止が相次いでおりまし
て、会員さまには大変ご迷惑を
お掛けしております。
　また近々の自主事業ではタ
ケノコ掘りやゴルフ大会、各講
習会などを中止とさせていた
だきましたことご報告させてい
ただきます。

■会員カード及びガイドブックについて
2020年度版のガイドブック(割引協定施設一覧)を作
成中です。また、現在ご利用のジョイセブン会員カ
ードは2020年６月30日で期限切れとなります。
新しい期限の会員カード及びガイドブックは５月
末から６月中旬にかけて順次各事業所へお届け
予定となっております。
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