
個人情報保護
について

サービスセンターでは、会員様より各種情報を収集し、各種事業に利用しておりますが、収集した個人情報は目的を特定し業務の遂行上必要とするも
の以外は利用いたしません。また、外部委託先に対しても個人データの保護のため講ずべき措置を明確にして実施しております。収集いたしました個人
情報は厳重に保管し、利用目的を達した個人情報は速やかに廃棄処理を行い、会員各位に対しご懸念が生じないようにいたします。

参加申込用紙 FAX 059-222-1505必ずご記入ください！

会員番号

会員氏名

ご
連
絡
先

携帯

TEL

※会員登録の住所変更のある会員様はジョイフル中勢へ「会員及び同居家族に関する変更届」を FAX または郵送で提出して
ください。変更届は「ご利用の手引き2018」の28ページをコピーか、ホームページからダウンロードしてください。
※会員登録の住所変更のある会員様はジョイフル中勢へ「会員及び同居家族に関する変更届」を FAX または郵送で提出して
ください。変更届は「ご利用の手引き2018」の28ページをコピーか、ホームページからダウンロードしてください。

イベント・チケットのご案内（当選、落選通
知）は、申込締切後、約1週間以内にお申込
された全会員へご自宅の住所へ郵送して
います。到着の確認お願いします。

イベント・チケットのご案内（当選、落選通
知）は、申込締切後、約1週間以内にお申込
された全会員へご自宅の住所へ郵送して
います。到着の確認お願いします。
ご案内が届かない場合や住所の登録がご不明
な方は、ジョイフル中勢へお問合せください。
ご案内が届かない場合や住所の登録がご不明
な方は、ジョイフル中勢へお問合せください。

ジョイフル中勢か
らお知らせ

デイサービスセンターうららか　津市白山町八対野
㈲Ｌａｎｓｅｎ　津市安濃町曽根
㈱玉　餅店　津市大門

スマホ・携帯サイト
イベント・チケットの
お申込みはこちらから

〒514-0002   津市島崎町143-6 TEL.059-222-1500・FAX.059-222-1505
■パソコン http://www.joyfull-chusei.jp/　■ケイタイ http://www.joyfull-chusei.jp/i

一般社団法人三重中勢勤労者サービスセンター

営業時間 ㊊～㊎ 8:30～18:00（第2㊏ 8:30～17:00）
定 休 日

事業所数
会 員 数

565
6,723名（9月1日報告）土・日・祝 毎月第2土曜営業中！ 10月13日

これからの事業予定です！次号掲載予定

ジョイフル中勢
NNEEWW SS
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本紙に掲載している画像は、撮影および掲載の許可をいただいております。お子様は保護者の了承を得てから撮影および掲載させていただいております。本紙に掲載している画像は、撮影および掲載の許可をいただいております。お子様は保護者の了承を得てから撮影および掲載させていただいております。
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チケット代金
代引手数料・送料

1万円未満
500円 600円 800円

1 万円～3万円未満 3万円～10万円未満 窓口＝ジョイフル中勢窓口で引換（当選はがきをご持参ください）
代引＝ヤマト代金引換で自宅送付（代引手数料・送料の一部は会員負担）

会員番号 参加者氏名 続柄 年齢イベント
№ 会員番号 合計参加人数

名

参加者氏名 続柄 年齢イベント
№

イベント ※お申込み希望のイベント№❶～❷を明記してください。
❷ クリスマスに初めての手作りのスワッグ教室
　（10/12（金）締切）

❶ 3SCソフトバレーボール大会（10/26（金）締切）

チケット名 枚数

枚

受取方法

窓口・代引

枚 窓口・代引

枚 窓口・代引

枚 窓口・代引

枚 窓口・代引

締切日 チケット名 枚数

枚

受取方法

窓口・代引

枚 窓口・代引

枚 窓口・代引

締切日

チケット ※受取方法に必ず○をつけてください。 注意：締切後のキャンセル、座席指定、会員のチケット紛失による再発行、払い戻しは、一切できません。
　　　送付希望の方は代引で受付けしています。代引手数料と送料の一部が会員様負担になります。

参加者名は、会員本人含め全員記入してください。参加者名は、会員本人含め全員記入してください。

仲道郁代クラッシックの扉
ニューイヤー・コンサート2019
ウィンナー・ワルツ・オーケストラ

名古屋グランパスホームゲーム
VS ヴィッセル神戸

ハリウッド・フェスティバル・オーケストラ
ニューイヤーコンサート！

手嶌葵コンサート2018
キリンチャレンジカップ2018 日本代表戦
スターダスト☆レビュー

枚 窓口・代引ポール・マッカートニーフォレスタコンサート㏌津

10月11日(木)

10月9日(火)

10月10日(水)

10月11日(木)

10月11日(木)

インフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種
2018 年度

ジョイフル中勢の窓口で
申請される方

上記の物がない場合は、現金で
支払いできない場合があります。

会員本人宛名の領収証と
会員証 印鑑 免許証等

現行の500円を申請する際

必ず必要なもの

中
勢

医療機関指定
2018年度 インフルエンザ予防接種 補助券800円

利用期間

利用資格

利用方法

会員のみ　お1人1回限り（不正等があった場合、事業所経由で請求させていただきます）

利用期間 2018年10月15日（月）～2019年1月31日（木）

2018年10月15日（月）～2019年1月31日（木） 4か月間

月　　　　日

医療機関の受付で会員証と下の補助券を切取り、会員番号、会員氏名等をご記入の上、提示
してください。通常料金から 800 円引きで利用できます。※予約が必要な医療機関は予約して
ください。また、会員事業所である医療関係機関の職員が補助券を利用することもできます。

※医療機関の診療日に限ります。

注意事項 現行のインフルエンザ予防接種助成金 500 円（医療機関指定なし、期間限定なし）との
併用はできません。津市が実施している高齢者助成との併用はできます。領収証はインフ
ルエンザ接種の明記が必要です。

コピー不可

一般社団法人
三重中勢勤労者サービスセンター

会員番号

会員氏名

接種日

医療機関名

キ リ ト リキ リ ト リ

会員本人お1人1回限り

※利用日にこの補助券と
会員証をご持参ください。

健康維持増進事業

契約医療機関（下記）で補助券 800 円を使って予防接種を受けることができます。

あのつクリニック 津市一身田上津部田1817

医療施設名（50音順） 所在地 電話番号 予約 特記

059-233-6700 不　要

上野内科 津市庄田町2090 059-254-0300 要予約

加藤医院 津市藤方1590-1 059-221-5001 要予約

新町整形外科診療所 津市大園町4-29 059-222-5111

榊原温泉病院 津市榊原町1033-4 059-252-1111

要予約

武内病院 津市北丸之内82 059-226-1111 要予約 予約：10/15～11/17
接種：11/1～12/15

年内は予約不要
1月は電話確認が必要

診療時間については、
お問い合わせください。

予約：10/15～11/17
接種：11/1～12/15

年内は12/27(木)まで
受付は30分前まで

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

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 月・水・金の15:00から

10/15～接種開始

10/15～接種開始

11月から接種開始

11月から接種開始

10/15～接種開始

永井病院 津市西丸之内29-29 059-228-5181 不　要
不　要
不　要

中屋医院 津市半田平木202-5 059-229-7227
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 不　要
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 不　要

渡部クリニック 津市乙部5-3 PMC1F 059-246-6771 不　要

不　要津市美里町足坂165-2 059-279-5111

植村整形外科 津市藤方2566 059-225-1878 要予約

いとう内科胃腸科 津市丸之内17-14 059-223-1122 不　要

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 不　要

安濃中央クリニック 津市安濃町川西332 059-268-4141 不　要

たかはし内科 津市西丸之内38-11 059-221-1000 要予約

かわいクリニック 津市河芸町浜田688-1 059-245-5900 要予約

要予約
しのぎ耳鼻咽喉科クリニック 津市大園町10-49 059-213-8741 要予約

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 不　要 10/15～接種開始

高野尾クリニック 津市高野尾町1890-76 059-230-3738 不　要

第2、4の土・日・祝
第1、3、5の土曜の午後・木の午後

木・土の午後・日・祝

木の午後、土の午後

土の午後、木・日

木・日・祝

水・土の午後、日・祝

月・木・土の午後、日・祝

木・日・祝

水・日・祝

第2・4の木、日・祝
木・土の午後、日・祝

木・土の午後・日

第1・3・5土・日

水・日・祝

木の午後、日・祝

木・日

水・日・祝祭

火の午前、木・土の午後、日

日・祝

木・土の午後・日・祝
木・日・祝

火・土の午後・祝・日

木の午後・日・祝

木・土の午後、日・祝

木・土の午後、日・祝

土・日の午後、祝

休診日

チーム名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
フリガナ

※代表者はわかるように明記してください。案内文等は代表者に送付させていただきます。　【例】中勢太郎（代表）など

新規加入
事業所

「こんな夜更けにバナナかよ　愛しき実話」12/28（金）全国公開予定映 画 券
12/8（土） 寄せ植え教室　　 12/15（土） 救命講習イベント
2/18（月） フットサル大会（予備 2/25（月））スポーツ


