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会員数  ３０７３名 
事業所数  ３４１社 
 (平成３０年 ７月１日現在) 

編集発行／津山圏域勤労者互助会  

     

     

     

 宝塚歌劇  参加者募集 
 『リトルマーメイド』観劇ツアー 

 

 

 ■日  時：平成３０年１１月１８日（日） 

       出発:9時00分・帰着:19時40分（予定） 

 ■場  所：大阪四季劇場（大阪府大阪市北区梅田）    

 ■対 象 者：会員とその家族 

 ■定  員：４０名（S席） 

 ■参 加 費：会員 １１，０００円 家族 １１，５００円 

 ■申込期限：平成３０年９月１４日（金）17時まで 

上記ツアーの取扱旅行会社  

 勝田交通株式会社（0868‐22‐1234）（岡山県知事登録旅行業第2-156号） 
※参加決定者には、参加費の支払い方法等詳細を含め、勝田交通㈱よりご連絡いたします。 

恒例のバスツアー、第１弾は劇団四季とディズニーがお贈りする『リトルマーメイド』大阪公演を企画しました。 

【物語】 

地上世界に憧れる人魚姫アリエルが人間の王子エリックに恋をする―。 

ミュージカルでは、アニメーションのストーリーラインを踏まえながら、脚本のダグ・ライトが、キャラクター造

形や心情描写、各々の関係を更に丁寧に描き、奥行きあるドラマを紡ぐことに成功しています。未知の世界へ勇気

を持って進んでいく主人公アリエル。そしてアンデルセンの「人魚姫」とは異なり、ハッピーエンドのエンディン

グがもたらす圧倒的な幸福感。彼女の恋と冒険は、多くの人の心に感動を届けることでしょう。 

©Disney 

お申し込み方法などについて詳

しくは、各事業所に配付してい

る「観劇ツアーのご案内」をご

覧ください。 
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宝塚歌劇  

 

グリーンヒルズ津山「グラスハウス」プール利用券 
割 引 斡 旋 

 今年も互助会では「グラスハウス」プール利用券を下記斡旋価格でご提供いたします。 

申し込みは、各事業所配布の申込書でお願いします。 

区  分 斡旋価格  
一般価格 

（７～９月） 

大人（中学生含む） ８００円 １，４００円 

小 学 生 ４００円 ７００円 

■ 平 日     １０：００～２１：００ 

           土・日・祝日  １０：００～２０：００ 

 ※プールのみ夏休み期間中は休みなく営業します。 

    利用時間１０：００～２１：００ 

               

■休 館 日 毎週火曜（7/20～8/31除く） 

      年末年始（12/30～1/3） 

              申込期限 

 ７月１９日（木） 
※斡旋枚数に制限はありません 

※７月２６日（木）以降のお渡し

となります。 

 

■対 象 者   会員 

■申込方法   ①購入希望の会員の方は、「家庭用常備薬等 申込書」を事業所担当者へ提出 

         してください。 

        ②事業所担当者は事業所で取りまとめ、「斡旋申込取りまとめ書」を添付し、 

         互助会事務局へ郵送または持参してください。 

        なお、電話・ＦＡＸでの申し込みはご遠慮ください。 

■郵 送 先     〒７０８－００２２ 津山市山下９２－１  津山圏域勤労者互助会事務局宛  

        ℡０８６８－２４－３６３３ 

■事業所内締切 平成３０年７月２０日（金） 

        申込希望者は事業所担当者へご提出ください。    

■商品発送 ８月中旬（予定）に事業所へ直接送付されます。 

■取扱業者   白石薬品株式会社 大阪支社 津山圏域勤労者互助会係 

              ℡：０７２－９６１－７４７１ 

 いつ起こるかわからない急なけがや病気に備えて家庭用常備薬を用意してはいかがでしょうか？ 

  互助会では、今年度も家庭用常備薬の斡旋を行います。市価に比べてお値打ちとなっていますので、

この機会をご利用ください。 

※詳細については、各事業所配布の「家庭常備薬のあっせんについて」でご確認ください。 

  家庭用常備薬の斡旋 
常備薬品等斡旋 
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斡旋価格  通常価格 

２，５００円 ３，０００円 

 

  全国共通お食事券 「ジェフグルメカード」斡旋 

 昨年度好評をいただいたジェフグルメカードの割引斡旋を今年も行ないます！ 
ガスト、モスバーガー、ジョイフルなど全国35,000店舗の加盟店でご利用いただけるお食事券を会員1人

につき２セットまで割引斡旋します。有効期限なしの便利な券ですので、是非お申込みください。 

割 引 斡 旋 

 ■内  容 ：１セット ５００円券×６枚 

 ■有効期限 ：無し 

 ■対象店舗例：ガスト、カレーハウスCoCo壱番屋、ココス 

        モスバーガー、吉野家、魚民、バーミヤン 

        ケンタッキーフライドチキン、ジョイフル 

        リンガーハット、サーティワンアイスクリーム など 

斡旋枚数 ３００セット 

申込期限 

               

７月２０日（金） 
※斡旋枚数を超える申し込みがあった場合は抽

選となります 

※７月３１日（火）以降のお渡しとなります 

このステッカーが貼ってあるお店で 

ご利用いただけます 

大好評企画！ 

割 引 斡 旋   岡山メルパ・ジョリー東宝映画鑑賞券 

区  分 斡旋価格 通常料金 

大 人（大人・大学生） ９００円 １，８００円 

小 人（高校生以下） ７００円 １，０００円 

 例年ご好評をいただいている「岡山メルパ・東宝ジョリー映画鑑賞券」。有効期限は来年１月末までなので、 

夏休みから冬休みまでご使用いただけます。１枚で１回鑑賞できるチケットです。 

 申し込みは、各事業所配布の申込書でお願いします。 

申込期限 ７月２４日（火） 

※７月３１日以降のお渡しとなります 

上映作品例 

■有効期間 

 ８月１日～平成３１年１月３１日 

 ※利用日の指定はありません 

7/13～ ジュラシックワールド 

劇場版ポケットモンスター 
8/18～ 劇場版七つの大罪 天空の囚われ人 

7/20～ 未来のミライ 

ＢＬＥＡＣＨ 
9月以降 

（順次公開予定）  

散り椿         

映画ＨＵＧっと！プリキュア 

映画妖怪ウォッチ 

ドラゴンボール超  

7/27～ 劇場版コードブルー ドクターヘリ緊急救命 

8/4～ 劇場版仮面ライダービルド 

8/17～ 銀魂２ 

公開スケジュール 



－ 4 －  

会報ごじょかい 第１１５号 

 

 
ツアー助成  ツアー企画助成 

互助会では、次の旅行社が企画する、指定のツアーへの参加費用の一部を助成します。 

対象となるのは、次の９つのツアー企画です。助成券は切り取ってご使用ください。 

ツアーの内容に関する詳細は、各旅行社へお問合せください。 
 

※お問合せ・申し込みの際は、旅行社へプラン番号を伝えてください 
※斡旋価格として記載の金額が助成券利用後の金額となります 

※互助会が企画するバスツアーには、助成券はご利用できません 

※複数のツアーへ参加を希望される場合は、互助会事務局までお問合せください 

旅行社 連絡先 住所 

両備ホールディングス㈱ 津山観光センター (0868)22-6187 ※土日祝休 津山市津山口１２６－１ 

勝田交通㈱ (0868)22-1234 津山市上河原２０７－５ 

ツアー名称 目的地 出発日 
プラン

番号 
備考 旅行社 斡旋価格 

松江水郷祭 湖上花火 島根県松江市 ８月４日（土） Ｋ４ 
日帰り 

夕食付 
勝田交通㈱ 

8,800円（会員） 

9,800円（家族） 

１年で２日間だけ島に渡り橋が架かる 

こどもの守り神「津嶋神社」ご参拝 
香川県三豊市 

８月４日（土） 

８月５日（日） 
Ｆ３４ 

日帰り 

昼食付 
両備ＨＤ㈱ 

6,800円（会員） 

7,800円（家族） 

6,800円（小人） 

これぞ温泉テーマパーク！ 

『箕面温泉スパーガーデン』 
バイキングの昼食と連日開催の大衆演劇や 

縁日でお祭り気分 

大阪府箕面市 

８月 ４日（土） 

８月１７日（金） 

８月２０日（月） 

８月２６日（日） 

Ｆ３８ 
日帰り 

昼食付 
両備ＨＤ㈱ 

7,900円（会員） 

8,900円（家族） 

7,800円（小人） 

宮島水中花火大会観賞ツアー 広島県廿日市市 ８月２５日（土） Ｋ５ 日帰り 勝田交通㈱ 
10,800円（会員） 

11,800円（家族） 

■コース 

高速津山パーキング13:00 － 旧美作もうもう工房前13:40  

－ 神戸メリケンパーク（自由散策・夕食：自由）･･･（徒歩）･･･ルミナス神

戸２（船上より花火見学/約１時間３０分）－ 美作24:20 － 津山 25:00 

 

※船舶の停船場所は花火の打ち上げ場所から、約3kmの場所となります 

※帰着が深夜となります、ご注意ください 

※花火は雨天決行ですが、荒天の場合は中止になることもあります 

第４８回みなとこうべ海上花火大会  

ルミナス神戸２クルーズ～船上から見る花火と神戸の夜景～ 

プラン番号：F２９ 日帰り・自由夕食 

■出発日 ８月４日（土） 

斡旋価格 

大 人（会員）  ８，８００円 

大 人（家族）  ９，８００円 

小 人（家族）  ８，３００円 

旅行社：両備ＨＤ㈱ 
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宝塚歌劇Ａ席ツアー 

ミュージカル『エリザベート-愛と死の輪舞-』 

プラン番号：Ｋ２  

■コース 

（各地）9:00～10:00－ 宝塚IC － 【宝塚大劇場／月組

公演】13:00～16:00－ 宝塚IC  － （各地）19:00～

20:00 

■出発日 ９月７日（金）

斡旋価格 

大 人（会員）１３，０００円 

大 人（家族）１４，０００円 

小 人（家族）１４，０００円       

日帰り・昼食付 

氷川きよしコンサートツアー 

プラン番号：Ｋ１  

■コース 

（各地）7:30～8:30－ 広島IC － 【上野学園ホール／氷

川きよしコンサートツアー12:30開場/13:00公演】－ 

広島IC  － （各地）18:00～19:30 

■出発日 ８月９日（木）

斡旋価格 

大 人（会員）１５，５００円 

大 人（家族）１６，５００円 

小 人（家族）１６，５００円       

日帰り・昼食付 

旅行社：勝田交通㈱ 旅行社：勝田交通㈱ 

 プロ野球観戦ツアー  伝統の一戦 阪神VS読売ジャイアンツin甲子園 

プラン番号：Ｋ３  

日帰り・自由昼食 

■コース 

（各地）7:00～8:00 － 西宮IC － 【甲子園球場／試合終了まで

完全観戦12:00開門/14:00試合開始】－ 西宮IC  － （各地）

20:30～22:00頃 

■出発日 ９月２３日（日） 

通常旅行代金 

大 人（満１２歳以上）１４，５００ 円 

 

小 人（４歳～小学生）１４，０００ 円 

斡旋価格 

大 人（会員） １２，５００ 円 

大 人（家族） １３，５００ 円 

小 人（家族） １３，０００ 円       

シーズン最終戦！ 

旅行社：勝田交通㈱ 

京の夏の夜空を彩る風物詩  京都五山送り火観賞 

プラン番号：F３０  

日帰り・夕食（弁当）付 

■コース 

高速津山パーキング1１:３0 － 旧美作もうもう工房前1２:１0  

－ 京都東山界隈（自由散策／2時間）･･･西陣織会館（夕食・

ご夕食後屋上で五山送り火見学／2時間20分）－ 美作24:00 

－ 津山24:30 

■出発日 ８月１６日（木） 

斡旋価格 

大 人（会員）１１，８００円 

大 人（家族）１２，８００円 

小 人（家族）１１，８００円       
旅行社：両備ＨＤ㈱ 

※五山送り火のうち大文字・左大文字・鳥居・船形をご覧 

 いただけます 

※帰着が深夜になります、ご注意ください 

ツアー企画利用助成券 
（会員用） 

発行：津山圏域勤労者互助会 

助成額：２，０００円 

※この助成券をツアー企画申込時に

企画した会社に提出してください。 

有効期限 平成３０年 ９月３０日まで 

会員氏名又は番号 

 

ツアー企画利用助成券 
（家族用） 

発行：津山圏域勤労者互助会 

助成額：１，０００円 

※この助成券をツアー企画申込時に

企画した会社に提出してください。 

有効期限 平成３０年 ９月３０日まで 

会員氏名又は番号 

 

ツアー企画利用助成券 
（家族用） 

発行：津山圏域勤労者互助会 

助成額：１，０００円 

※この助成券をツアー企画申込時に

企画した会社に提出してください。 

有効期限 平成３０年 ９月３０日まで 

会員氏名又は番号 

 

見本 見本 見本 
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区  分  
ギフト・パス 

（参考） 

１デイ・スタジオ・パス  斡旋価格 通常価格 

大 人 

（12歳以上） 
７，０００円 ８，２００円 ７，９００円 

小 人 
（4歳以上11歳以下） 

５，０００円 ５，７００円 ５，４００円 

  ＵＳＪパークチケット割引斡旋 

 多くの会員様からのご要望にお応えし、ＵＳＪ（ユニバーサルスタジオジャパン）のパークチケット（入場券） 

の割引斡旋を行ないます。１会員につき４枚まで斡旋を行いますので、この機会にぜひお求めください。 

 申し込みは、各事業所配布の申込書でお願いします。※チケットの斡旋枚数を超える場合は抽選となります。 

割 引 斡 旋 

斡旋券種 ⇒ 【ギフト・パス】 

 有効期間開始日より１年通じて、いつでも都合の良い日

（１日）に入場できるスタジオ・パス（入場券）。夏休みから

春休みまでご利用いただけるチケットを、通常の１デイ・ス

タジオ・パスよりもさらにお安くお求めいただけます。 

斡旋枚数 
大人５０枚 

小人５０枚 

申込締切り 
   平成３０年７月１７日（火） 

※７月３１日以降のお渡しになります 

 

東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプログラム 

 昨年度から始めました東京ディズニーリゾートのパークチケットを割引価格で購入できる「東京ディズニーリゾー

ト○R ・コーポレート利用券」を今年も発行しています。お申込は事業所へお配りしている「保養所利用補助券申込

書」を事務局へご提出ください。 

■補助内容 パークチケット１枚につき 

 会員 １，５００円助成（年度内２回まで） 

 家族 １，０００円助成（年度内１回、２名まで）  

■利用方法 

①事前に、互助会事務局へ保養所利用補助券申込書を提出してください。 

 ②互助会事務局からコーポレートプログラム利用券をお渡しします。 

 ③パークチケット購入時にコーポレートプログラム利用券を提出ください。 

  補助額を差し引いた料金でご購入いただけます。 

■利用期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

お 知 ら せ 

「東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプ

ログラム」利用者専用サイトもご覧ください 

 URL：dcp.go2tdr.com 

１デーパスポート区分 
期間中の特別価格 

※コーポレート・プログラムをご利用の

場合は次の料金からさらに割引されます 

通常価格 
サンクスフェスティバル 

第１回開催決定！！ 

(H30.9.1～9.30) 

コーポレート・プログラム 

利用団体会員限定の特別価格

で、さらにお得に楽しもう！ 

大 人（18歳以上） ６，８００円 ７，４００円 

中人（中学・高校生12～17歳） ５，９００円 ６，４００円 

小人（幼児・小学生4～11歳） ４，４００円 ４，８００円 

■秋以降の予定 

夏休みの思い出を 

TDLで 

※利用方法等詳しくは事務局までお尋ねください 
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         ボウリング・カラオケ・ビリヤード 
利 用 助 成 

ツモクボウリング 身近でゆったりできる空間 

津山市津山口３３７－７  ℡：(0868)23-0271 

■ボウリングゲーム料金（一般料金）(税込)     

時間 平日 土曜日 日曜・祝日 

10:00～12:00 370円 370円 370円 

12:00～18:00 370円 370円 420円 

18:00～23:00 420円 420円 420円 

■営業時間   

 月～金曜日 土曜日 日曜日 

時間 １０：３０～２３：００ １０：００～２３：００ ８：００～２３：００ 
■ビリヤードゲーム料金      

  １人30分300円(以降10分100円）   

■「おはよう早朝ボウル」    

  日曜日の朝8時～11時は早朝ボウリングを 

   1 ゲーム220円で開催しています。 

■「平日投げ放題実施中」    

  平日の昼間10時30分～17時までの間、お１人様６ 

  ゲームまで、1,080円で投げ放題を行っています。  

  毎月、楽しいイベントや大会を開催しています。 

  詳しくはお電話でお問い合わせください。 

  

         ボウリング・カラオケ・バドミントン・卓球 

  津山市河辺８４４－１  ℡：(0868)21-7333 

ボウリング  

時間 料金  

 月～金・祝前日 

終日 495円  

土・日・祝日   

 終日 597円  

カラオケ   

時間 料金   

ｵｰﾌﾟﾝ～ 

 18:00 

月～金 

380円 650円  

18:00～ 

 ｸﾛｰｽﾞ 

月～木 

530円 750円  

バドミントン・卓球  

 時間 料金（1人10分）  

月～金  
 12:00～18:00 130円  

  18:00～ｸﾛｰｽﾞ 130円  

土日祝 終日 160円  

 

 

特別クーポン券 

カラオケ 

特別クーポン券 

  ボウリング 

特別クーポン券 

バドミントン・卓球 

左
の
ク
ー
ポ
ン
券
は
、
お
盆
の
期
間
は
ご
利
用
に
な
れ
ま
せ
ん
。 

見本 

見本 

見本 

見本 



－ 8 －  

会報ごじょかい 第１１５号 

 

 

●ご連絡・問い合わせ先 津山圏域勤労者互助会事務局 

            〒708-0022 津山市山下92-1（津山圏域雇用労働センター内） 

            Tel：(0868)24-3633 Fax：(0868)22-9647 

            URL：http://www.koyou.or.jp e-mail：koyou@tvt.ne.jp 

 ファジアーノ岡山観戦チケット 

新規事業所をご紹介ください 

 互助会員の方から、新規事業所をご紹介していただき、互助会に入会した場合に、入会していただいた

会員の人数に応じて謝礼をいたします。 

 お知り合いの事業所でまだ入会していない事業所がありましたら、ぜひご紹介ください。 

■対象 新規事業所を紹介していただき、新規加入していただいた場合 

 

■謝礼 図書カード又はクオカード（入会者１人当たり１，０００円）  

    ※クオカードは２，０００円、３，０００円、５，０００円 

     単位に限ります 

      例えば、紹介により新規事業所の方が５人入会した場合、 

      図書カード５，０００円分またはクオカード５，０００円分を贈呈します。 

割 引 斡 旋 

日本中がＷ杯ロシア大会でサッカーに沸いている今年の夏！ 

岡山を本拠地とするファジアーノ岡山はＪ２、５位（６月３日現在）と上位につけています。 

Ｊ１初昇格へ負けられない１戦となるアルビレックス新潟戦を、ぜひスタジアムでご観戦ください！ 

申込みは、事業所へ配付している申込書でお願いします。 

区  分 座席 斡旋価格 通常料金 

大 人（大人・大学生） １，０００円 １，４００円 Ａ席  
(自由席) 小 人（高校生以下）   ５００円   ６００円 

申  込  期  限 ８月２４日（金） 

 

■対戦カード ファジアーノ岡山‐アルビレックス新潟 

 

■日時    平成３０年９月２９日（土） ※キックオフ未定 

■会場    シティライトスタジアム 

      （岡山市北区いずみ町２－１） 

 

■ホームページ http://www.fagiano-okayama.com/beginner/ 

スタジアムの楽しみ方、駐車場情報などはコチラから！ 

下のQRコードからもご覧いただけます！ 

 

※キックオフは決定次第お知らせします 

※チケットの斡旋のみ(会場には各自でお越しください) 

小学生以下の児童は、Ａ席入場が無料

となる「夢パス」が利用できます。 

発行は当日スタジアムで行なうことが

できます。 

※未就学児：無料 

○c FAGIANO OKAYAMA 

＜会場アクセス＞ 

ホームページQRコード 


