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 会員数  ２９８５名 
事業所数  ３３０社 
 (令和元年１０月１日現在) 

編集発行／津山圏域勤労者互助会  

     

     

     

 この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。 

※詳細については各事業所配付の「参加申込書」でご確認ください 

 ■日   時 令和元年１２月１５日（日） 

        出発：午前９時・帰着：午後８時（予定） 

 ■場   所 なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前11-6） 

 ■対 象 者 会員とその家族 

 ■定   員 ４０名 

 ■参 加 費 会員６，５００円 家族７，０００円 

 ■申込期限  令和元年１１月１３日（水）午後５時まで 

 ※定員を超えた場合は、グループ単位での抽選となります。 

  申込期限後に定員に満たない場合は、定員になるまで先着順で 

  受け付けます。 

毎年恒例！吉本新喜劇 互助会バスツアー 

■ 日   時 令和２年１月２４日（金） 

午後７時００分～午後９時００分（予定） 

■ 場   所 ザ・シロヤマテラス津山別邸 

（津山市山下３０－１） 

■ 対  象  者 会員とその家族（中学生以上） 

■ 定   員 ４０名 

■ 申 込 期 限 令和元年１１月２７日（水） 

■ そ  の  他 定員を超えた場合はグループ単位の抽選となり

ます。 

 ザ・シロヤマテラス津山別邸で初開催！人気のテーブルマナー

教室。シェフが自信をもってオススメする最高級の料理を正しい

マナーを教えてもらいながら味わってみませんか？ 

テーブルマナー教室 

※詳細については各事業所配付の「参加申込書」でご確認ください 

[漫才･落語]中田カウス 漫才のDENDO／月亭八方／メッセンジャー／笑い飯／ロザン／トレンディエンジェル 

[新喜劇]酒井藍／池乃めだか／内場勝則／Mr.オクレ 

 毎年大人気の吉本新喜劇観劇ツアー！なんばグランド花月での公演となります。お昼は、新喜劇名物「吉本新喜

劇弁当（お茶付）」をご観劇の記念にご賞味ください。観劇後は、１時間程度のフリータイム。なんば駅周辺を満喫

していただきます。ぜひお申し込みください！ 

ザ・シロヤマテラス津山別邸 

初開催！！ 

※
料
理
は
イ
メ
ー
ジ
で
す 
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アイスランド津山 

津山市志戸部２４５TEL:（０８６８）２４－４９００  

■滑走料金（フリータイム制）   

区  分 一般料金 割引額 

会員（一般） 600円 

中・高校生 

小学生以下 

350円 

200円 

■貸靴料金  300円  

■滑走の注意 リンク内では必ず手袋を着用ください。 
手袋なしの滑走は不可) 

■駐車場 無料駐車場完備  

■営業期間 2019年12月7日(土)～2020年2月16日(日) 

■定休日 12/31、1/1

■営業時間 （日・月・祝・祝日の翌日・12/29,30,1/2,3） 9：00～17：00 

（水）  9：00～19：30  （火・木・金・土） 9：00～20：00 

■ 初日・最終日・毎週金曜日（１/３は除く）  

■入園料金（料金はすべて税抜表示です） 

区    分 一般料金  

大人  1,700円 

子供 (小学生) 1,400円  

幼児 （3歳 ～  

小学生未満） 
  900円  

３歳未満   無料  

 

■

■  

みまさか農園 いちご狩り 

 美作市奥585-1      

県内最大級の栽培面積！岡山県北の朝夕の冷え込みを活かした美作農園

ならではの栽培方法で育った、大粒で甘いいちごをお楽しみください。

※土日祝祭日 ２００円UP! 

会員氏名又は番号 

 

会員氏名又は番号 

 

 

会員氏名又は番号 

 

利用日 

月  日 

会員氏名又は番号 

 

利用日 

月  日 

【ご利用のポイント】 

①税込価格から５００円ＯＦＦで 

 利用できます 

②価格が変動する場合がございます 

 ので、事前にお問合せください。 

美作農園HP 

はこちら↓ 
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「サンタクロースからの手紙」割引斡旋 

 サンタクロースからの手紙を、お子さんやご家族、大切な人に届けませんか。遥か遠く、北極圏の

サンタクロース村から届く本物の「サンタクロースからの手紙」が、クリスマスに夢と笑顔をお届け

します。 

斡旋枚数 ２０通 

申込期限 １１月２８日（木） 

斡旋価格 通常価格 

１，２００円 １，７５０円 

 C：この部分がサンタクロースからの 

   メッセージです。 

   内容は毎年新しく作られます 

この部分をお好きな言葉で作れます！ 

 A：宛名部分 

 B：呼びかけ部分 

 D：メッセージ 

写真はｲﾒｰｼﾞです。 

毎年デザインは異 

なります。 

お手紙の 

書き方詳細

はコチラ⇒ 

  

恩原高原スキー場＆クアガーデンこのか 

〇恩原高原スキー場 

■リフト料金    

1日券 
半日券 

子ども1日券 
１１回券 

（回数券） 

4,300円 2,800円 2,800円 2,600円 

 

■駐車場料金   普通車１台 500円 ※平日無料 

■積雪情報  

■営業時間 8:30～17:00  

※Ｒ１７９号線沿いの上齋原振興センターから車で１分。 

スキーの帰りに立ち寄るには便利な場所です。ぜひどうぞ！ 

 

 

区  分 

お風呂 

会員 大人 400円 
600円 

家族 
大人 500円 

200円 300円 

〇クアガーデンこのか 

 

■割引内容 会員と家族計５名まで 

      （会員証をご提示ください） 

 

■営業日 （お風呂） 
      ９月１日～６月３０日 １１：００～２０：００ 

      ７月１日～８月３１日  

      １１：００～２１：００  

■定休日  毎週火曜日(祝日の場合は翌水曜日）       

■住 所  鏡野町上齋原４４６－１ 
         ＴＥＬ（０８６８）－４４－２２８１   

加水なしの天然温泉１００％! スキーの後にぜひ！ 

 岡山県最大のスキー場「恩原高原スキー場」でスキー・スノボを思い切り楽しみませんか？ 

思い切り満喫した後は「上齋原温泉クアガーデンこのか」で心も体もぽかぽか！疲れをとってお帰りください。 
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 互助会では、次の旅行会社が企画する、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８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、各旅行会社へお問合せください。 

※お問合せ・申し込みの際は、旅行会社へプラン番号を伝えてください 
※記載の価格から助成券の金額を差し引いた価格で利用できます 

※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 取扱プラン 

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 Ｆ～ 

勝田交通㈱ (0868)22-1234 津山市上河原２０７－５ Ｋ～ 

バスツアー企画助成 

浜坂漁港、マル海渡辺水産のかに＆握り寿司食べ放題 F53 

京都三社 

「伏見稲荷、平安神宮、北野天満宮」 
K1 

歌謡コンサート 
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 

■行程 9:00～10:00各地－福山（昼食）～【丘みどり

＆純烈 歌謡コンサート】―18:00～19:00頃帰着 

■価格 大人 １６，０００ 円 

ー演歌界の期待の星が歌と笑いに革命を起すー 

■出発日 

１２月５日（木） 
■行程 7:30津山－8:10美作－伏見稲荷大社（参拝）－

京都市内（昼食）－平安神宮（参拝）－北野天満宮（参

拝）－19:40美作－20:20津山 

 

■価格 大人 ９，８００ 円 小人 ８，８００ 円 

■行程 7:20真庭－8:00津山－8:40美作－浜坂漁港・マル海渡辺水産（買

物・食べ放題の昼食）－湯村温泉街（散策）－とうふちくわの里（買

物）－16:30美作－17:10津山－17:50真庭 

 

■価格 大人 １２，８００ 円 小人９，８００円 

■出発日 

１／３(金),５(日),

１１(土) 

日帰り 

昼食付 

■出発日 

１／１３(祝),１５(水),１８(土) 

２／２(日),５(水),８(土) 

食べ放題 

飲み放題 

【食べ放題内容】茹ずわいがに足・焼がに（茹足併

用）・かに身入り寄せ鍋・かに雑炊・かに板・かに爪フ

ライ・かにうどん・かにみそ・甘えび・握り寿司（ブ

リ、サーモン、雲丹、マグロ、かに身、かにみそ） 

日帰り 

昼食付 

F63 

日帰り 

昼食付 
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バスツアー企画助成 

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 

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 

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 

会員氏名又は番号 

 

※切り取ってご使用ください 

有効期限 令和2年3月8日まで 

※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。 

■出発日 12月15日（日） 

■行程 13:00～14:00頃各地－善通寺IC－【有名うど

ん店】－【国営讃岐まんのう公園/イルミネーション】

(17:30点灯予定・90分滞在)－骨付鶏の一鶴（夕食はオ

プション60分）－坂出IC－22:00～23:00各地 

■価格 大人 ８，８００ 円  小人 ８，０００ 円 

■出発日 1月20日（月）、23日（木）、26日（日） 

■行程  7:30津山－8:10美作－栗東市・大野神社（参

拝）－魚松信楽店（近江牛大盤振舞の昼食）－信楽澤善

幸せ創造館（のぼり窯見学・買物）－美作17:20－津山
18:00 
■価格 大人 １２，８００ 円  小人 ８，８００ 円 

■出発日 2月16日(日)、23日(日) 

          3月1日(日)、8日(日) 

■行程  7:20津山－8:00真庭－（瀬戸大橋）－高知

日曜市（散策/1時間30分）－高知市内（昼食・買

物）－高知県立牧野植物園（見学）－（瀬戸大

橋）－18:40真庭－19:20津山 

■価格 大人 １１，８００ 円 小人 ９，８００ 円 

■出発日 12/14(土),17(火),22(日),26(木) 

          1/10(金),13(祝),16(木),19(日) 

■行程  9:20津山－10:00真庭－皆生温泉・松濤園（三

大食べ放題＆飲み放題の昼食・入浴休憩/2時間30分滞

在）－境港さかなセンター(買物)－お菓子の寿城(買

物)－17:00真庭－17:40津山 

■価格 大人 １２，８００ 円  小人 ８，８００ 円 

■出発日 12月7日（土）～8日(日) 

■行程  (1日目)12:30～13:30頃各地出発－湾岸長島IC－

【なばなの里/イルミネーション】（約150分自由見学・自由夕

食）－湾岸長島IC－松阪IC－21:30松阪、(2日目)8:00各地－

【伊勢神宮/外宮】－【伊勢神宮/内宮】－伊勢(買物)－伊勢西

IC－伊勢関IC－関－亀山IC－賀陽IC－17:00～18:00各地 

■価格  1名1室シングル 28,500 円  2名1室ツイン 26,500 円 
        ※4歳以上同額 

日帰り 

昼食付 

日帰り 

昼食付 

日帰り 

昼食付 

日帰り 

昼食付 

自由夕食 
K2 F59 

令和元年参拝 伊勢神宮となばなの里(イルミネーション) 1泊2食付 
2日目朝/昼 

讃岐まんのう公園 
ウインターイルミネーション 

（釜揚げうどん昼食付） 

「近江牛大盤振舞」の昼食 

全国から嵐ファンが殺到！ 

栗東市「大野神社」を訪ねる 

忘年会でも!新年会でも! 

日帰りで行く皆生温泉 

三大食べ放題＆飲み放

題!! 

国内最大規模の街路市 

「高知日曜市」と国内

屈指の植物園「高知県

立牧野植物園」 

F54 F57 

K3 

有効期限 令和2年3月8日まで 

※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 令和2年3月8日まで 

※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。 
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 津山圏域勤労者互助会クリスマスケーキ割引クーポン券斡旋 

【ご利用の流れ】必ずお読みください！ 
 

①本紙面のご希望の店舗に各自予約してください

（割引は期間内に予約したケーキに限ります）。 

予約の際、必ず「津山圏域勤労者互助会 クーポン

券使用」の旨をお伝えください。 

 

②会計時に会員証とクーポン券を提示（提出）して

ください。 
※詳細は事業所配布の「クリスマスケーキ購入方法」でご確認ください 

 

 

対象のケーキ 

店頭のクリスマスケーキカタログよりお選びください。 

※写真はイメージです 

 
ＷＡＫＡＮＡ 
(パティスリーワカナ) 

苫田郡鏡野町吉原695-2 

TEL0868-54-3721 

予約方法：店頭のみ（完全前金制） 

受付期間：１２月１日～１２月２０日 

 

※写真はイメージです 

フランセ 津山市林田町23 
TEL0868-22-0228 

対象のケーキ 

店頭パンフレットのクリスマスケーキよりお選びください。 

予約方法：電話予約もしくは来店 

受付期間：１２月１日～１２月２０

 

※写真はイメージです 

お菓子の店 

 キシモト 
津山市加茂町桑原68-8 

TEL0868-42-2137 

対象のケーキ 

店頭のクリスマスケーキチラシよりお選びください。 

予約方法：電話予約もしくは来店 

受付期間：１２月１日～１２月１８日 

※会員本人のみ有効 

※本券１枚につき対象のケーキ１つが対象 

※「会員氏名又は番号」・「利用店舗」の記載が

ないものは無効 

※他の割引等との併用不可 

※有効期間 １２月２５日（水）まで 

事前に各店舗へ予約を行い 

会計時、本券と会員証を必ず提示してください 

利用店舗名 

 

会員氏名又は番号 

 

対象のケーキ 

店頭のクリスマスケーキパンフレットよりお選びください。 
※台数を限定してあるケーキにつきましては、下記予約期間内であって

も台数になり次第その 

ケーキの予約を締め切 

ります 

予約方法：店頭のみ（完全前金制） 

受付期間：１１月中旬～１２月２０日（予定） 

アンジェ 津山市山北400-4 

TEL 0120-24-1819 

※写真はイメージです 

 個人での利用はもちろん 

職場で取りまとめて 

クリスマスも互助会でお得に♪ 

GREEN DAYS  津山店 

津山市桑下1346-1 

TEL 0868-57-8388 

GREEN DAYS   

BARN DOOR店 

津山市高野本郷1278-3 

TEL 0868-26-8388 

 

予約方法：店頭のみ（完全前金制）

受付期間：受付中～１２月２０日 

対象のケーキ 

2019限定グリーンデイズ特製アップ

ルパイのクリスマスケーキに限る 

・クーポン券のご利用はフランセのみです。 

・予定数になりましたら予約受付を締め切 

 らせていただく事がございます。 

※写真はイメージです 
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ボウリング・カラオケ・卓球・ビリヤード 

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 

10:00～12:00 380円 380円 380円 

12:00～18:00 380円 380円 430円 

18:00～23:00 430円 430円 430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230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～5時までの間、お１人様６ゲー 

  ムまで、1,100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・卓球・ビリヤード 

  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 510円  

土・日・祝日   

 終日 610円  

カラオケ   

時間 料金   

ｵｰﾌﾟﾝ～ 

 18:00 

月～金 

418円 715円  

18:00～ 

 ｸﾛｰｽﾞ 

月～木 

583円 825円  

卓球 ・ビリヤード  

 時間 料金（1人10分）  

12:00～18:00 135円  
月～金  

  18:00～ｸﾛｰｽﾞ 135円  

土日祝 終日 165円  

   

※
左
の
ク
ー
ポ
ン
券
は
、
正
月
の
期
間
は
ご
利
用
に
な
れ
ま
せ
ん 

 

特別クーポン券 

  ボウリング 

特別クーポン券 

 卓球・ビリヤード 

特別クーポン券 

 カラオケ 

※価格は全て税込表示 
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●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 

ＵＳＪ（ユニバーサルスタジオジャパン）パークチケット 

区  分  
ギフト・パス （参考） 

１デイ・スタジオ・パス 

※次期によって変動 斡旋価格 通常価格 

大 人 

（12歳以上） 
８，０００円 ９，５００円 ７，６００円～ 

小 人 
（4歳以上11歳以下） 

５，６００円 ６，６００円 ５，２００円～ 

  昨年度好評だった、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。 

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

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）。時期に

よっては通常の１デイ・スタジオ・パスよりお得にお求めい

ただけます。この機会にぜひお申込みください。 

斡旋枚数 
大人５０枚 

小人５０枚 

申込締切り    令和元年１２月４日（水） 
※１２月２３日（月）以降のお渡しになります 

   家庭用常備薬の斡旋（秋得価格です！！） 

 互助会では今回も家庭用常備薬の

斡旋販売を行います。これから寒く

なり増えてくる風邪や、急な怪我に

家庭用常備薬を用意してはいかがで

しょうか。 
※詳細については、各事業所配布の

「斡旋申込書」でご確認ください。 

■対 象 者   会 員 

■申込方法  事業所に配布の申込用紙に必要事項を記入し、事業所で取りまとめ、 

        互助会事務局へ郵送してください。 

       ※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 ℡０８６８－２４－３６３３ 

■事業所内  令和元年１１月８日（金） 

 締め切り   申込希望者は事業所担当者へご提出ください    

■商品配布 １２月中旬（予定）に事業所へ直接送付されます。   

■取扱業者   この商品に関するお問い合わせ先 

       株式会社あまの創健 大阪営業所 津山圏域勤労者互助会係 

             ℡：０６－６２５１－０９９０ 

 東京ディズニーリゾート○R ・コーポレートプログラム 

      第２回サンクス・フェスティバル 

２０２０年１月６日（月）～３月１９日（木） ※全日（土日祝を含む） 
 

会員限定価格でパークに入園できる“特別な期間” 

第２回「サンクス・フェスティバル」が開催されます。 

コーポレート利用券との併用でさらにお得にご利用ください！ 
 

※入園制限中は利用できません 

※サンクス・フェスティバルのご利用には「購入申込書」が必要です 

 「購入申込書」は事務局に届き次第ご案内します 

特別価格＋コー

ポレート利用券

でさらにお得に

入園できます！ 

今年度 

ラスト！ 

※価格は全て税込表示 


