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ジョイメイトニュース

情報満載！！ ジョイメイトしまねのホームページを検索

検索ジョイメイトしまね

新規加入事業所紹介

松江市

ジョイメイトの加入状況 ●事業所数 2,100 ●会員数 26,659人（平成27年9月1日現在）

●㈲三興　●ホテル玉泉

出雲市
●出雲防水工業㈱

飯南町
●㈱赤名酒造

11月1日入会・退会・異動の届出は

期限までに提出できない場合は、必ずジョイメイトしまねまでご連絡ください。

“創立20周年記念オリジナルクオカード”を
会員の皆様全員にプレゼント！

新規に入会される事業所の受付は です。

11月5日（木）必着！
「10月30日（金）」必着「10月30日（金）」必着

10月１日より仲間入りしました

京の
おばんざい
季節や旬の食材を取り入れた手軽なおばんざいを紹介します。

※タイトルの「時分時（じぶんどき）」は、「物事にふさわしい時間。食事の時刻、ごはん時。」という意味があり、京都でも使われる言葉です。

フードデザイナー／山陰中央新報社文化センター講師講師 太田夏来

時
分
ど
き

鶏肝煮8
秋の夜長のおつまみに嬉しい、鶏肝煮。時間をかけずにシンプルな味付けで
さっと炊く、簡単な方法です。出来上がりにつまんでしまいそうなのをぐっ
と我慢して、食べるのはしっかりと冷めてから。一日寝かすだけでしっとり
こっくり、上等のお味になります。なんといっても鶏肝は、無理して買おう
とせず、新鮮できれいなものを見つけたときに、まとめて作っておくのがお
すすめ。毎日冷蔵庫から少しずつ．．．あると嬉しい一品です。

鶏肝　　 ４００g～５００g

生姜　　 ２０g（千切り）

酒　　　 １２０ml

みりん　 ６０ml

醤油　　 ６０ml

①鶏肝はさっと洗って一口大に切り、水にさらす。浮
いてきた血のかたまりをきれいに取り除いたら水を
切り、沸騰した湯に入れ一度茹でこぼす。（ザルに
あげ、灰汁が気になるようであればさっと洗う。）

②鍋に酒、みりん、生姜を入れて沸騰させ、①の鶏肝
を入れ、弱めの中火で８分ほど煮る。醤油を入れ、
さらに５分ほど煮たら、そのまま冷ます。

※ひと晩おいて味を馴染ませる。

◎
材
料
・
４
個
分

◎
作
り
方

レシピ

ジョイメイトニュースは、当共済会ホームページにも掲載しています。
（掲載予定日）◎11月号…10月14日　◎12月号…11月16日

「ジョイメイトしまね」は、平成27年10月1日に創立20周年を迎えました。これひとえに会員の皆様、行政、各団体・機関の
ご支援の賜ものと厚くお礼申し上げます。これを記念して、“オリジナルクオカード”を作成しましたので、会員の皆様全員
にプレゼント（500円券）します。今後も、引き続きご支援賜わりますようよろしくお願いします。なお、クオカードは10月中
に、会員数分（平成27年10月1日現在の会員）まとめて事業所あてにお送りします。

10：00～13：00

実践ビジネス会話塾実践ビジネス会話塾

プ
ロに
教わ
る手軽

だけど本格的なレシピ

日　　時 平成27年 12月12日□土
会　  場 学校法人 松江栄養調理

製菓専門学校
募集人員 40名
講　   師 池野 潤氏

松江会場 ◎各会場共通事項師走のスペシャルメニュー

◎のどぐろとフォアグラの柚子釜みそ焼き　◎のどぐろの潮仕立て
◎のどぐろのかぶら蒸し キャビアのせ　◎のどぐろご飯 トリュフ風味
◎チーズケーキ 抹茶ソース

学校法人松江栄養調理製菓専門学校
調理師科主任教諭（専門日本料理）
調理師

申込多数の場合は
抽選となります。

（注）本件について、各カレッジへの問い合わせは固く
　　お断りいたします。

（松江市伊勢宮町５２０－８）

※駐車場なし

※駐車場数台可

（出雲市今市町７１７あさつ内）

“島根産のどぐろと世界三大珍味の融合”

10：00～13：00（各日とも）

日　　時 平成27年 11月18日□水・20日□金・21日□土

会　  場 キッチンスタジオ 夢の食卓

募集人員 各13名
講　   師 浅津 知子氏

出雲会場
～オール無添加レシピ～

◎玄米ドリア　◎あわクリームスープ　◎れんこんボール きのこソース添え
◎そばサラダ　◎くるみクッキー　◎三年番茶

㈲あさつキッチンスタジオ「夢の食卓」代表
　　出雲教室・東京教室講師
日本マクロビオティック正食協会講師　他

申込多数の場合は
抽選となります。

“マクロビオティックで免疫力アップ”

参 加 費 1,500円／お一人様
参加資格 会員のみ

持 参 物 エプロン、手拭き、筆記用具

申込締切 10月30日□金 必着

お申込
方法

10月30日（金）までに、7ページ
の申込書にご記入の上、FAXで
お申込み下さい。

◎当選の確認をしたい方は、締切日の翌々日以降事務局
　までお問い合わせ下さい。　
◎当選者はホームページからも確認できます。
◎ジョイメイトしまねのホームページからもお申込み
　ができます。

み

ん
なで楽しく料理を学んでみ

ませ
んか

？
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補助（１人）

会員のみ

◎宿泊付 忘・新年会 利用対象施設一覧 ※対象施設はジョイメイトしまね会員事業所のうち、宿泊施設のある施設に限らせていただきます。

（１人）

※１回限り

対 象

内 容

平成27年11月13日■～
平成28年1月31日■まで

利用期間

2,000円 補助宿泊付きの忘・新年会を下記の施設で行われた場合、会員様１人に
つき2,000円を補助します。

留意事項
①旅館、ホテル等への問い合わせ・予約は直接お願いします。
②ご利用の際は。「宿泊付　忘・新年会補助金申請書」を施設にお持ちください。（補助金申請書は「事
務手続きマニュアル」に掲載しています。コピーしてご利用ください。ホームページからもダウ
ンロードできます。）

③旅館、ホテル等へは正規の料金をお支払い下さい。（後日、指定口座に補助金を振り込みます。）
④コテージ・ログハウス等の利用は除きます。
⑤旅行会社の領収書および明細書は対象外になります。

★隠岐地区会員の皆様へ
隠岐地区の会員様につきましては、隠岐地区の旅
館、民宿、飲食店での（日帰り）忘・新年会補助（お
一人様1,000円）もあります。
①宿泊付　忘・新年会補助との併用はできません。
②日帰りか宿泊付かどちらかを１回限りとさせて
いただきます。

下記の利用対象施設に
会員である旨を告げて
「宿泊付　忘・新年会」
を予約してください

利用対象施設に所要事
項を記入した「宿泊付
忘・新年会利用補助金
申請書」を持参し、会
員証を提示して、同申
請書に施設の確認印を
受ける

「宿泊付忘・新年会利
用補助金申請書」に施
設発行の領収書（写）
と明細書（写）を添付
して 2 月 15 日まで
に「ジョイメイトしま
ね」に提出

「ジョイメイトしまね」
から会員あてに送金

利
用
方
法

なにわ一水

松江市

TEL.２１－４１３２ 千鳥町６３

市外局番
0852

松平閣
TEL.２３－８０００ 千鳥町３８
夕景湖畔　すいてんかく
TEL.２１－４９１０ 千鳥町３９

てんてん手毬
TEL.２１－２６５５ 千鳥町７３

松江皆美館
TEL.２１－５１３１ 末次本町１４

サンラポーむらくも
TEL.２１－２６７０ 殿町３６９

松江アーバンホテル
TEL.２２－０００２ 朝日町５９０－３

松江ニューアーバンホテル
TEL.２３－０００３ 西茶町４０－１

松江アーバンホテルレークイン
TEL.２１－２４２４ 雑賀町１５３

松江エクセルホテル東急
TEL.２７－0109 朝日町５９０

野津旅館
TEL.２１－１５２５ 伊勢宮町５５５

縁の宿
TEL.５９－５５０６ 北堀町２９９

ゆうあい熊野館
TEL.５４－０１４０ 八雲町熊野７７３－１

玉造グランドホテル　長生閣
TEL.６２－０７１１ 玉湯町玉造３３１

松の湯
TEL.６２－０６１１ 玉湯町玉造１２１５

佳翠苑皆美
TEL.６２－０３３１ 玉湯町玉造１２１８

白石家
TEL.６２－０５２１ 玉湯町玉造４４－２

ホテル玉泉
TEL.６２－０0２１ 玉湯町玉造53－2
民宿　中村屋
TEL.７５－０５４３ 美保関町北浦３１５

美保館
TEL.７３－０１１１ 美保関町美保関５７０

ホテルサンヌーベ
TEL.２０－２７７７ 西新町１－２５４８－１

ニューウェルシティ出雲
TEL.２３－７３８８ 塩冶有原町２－１５－１

国民宿舎国引荘
TEL.４３－２２１１ 湖陵町二部１２３０

八光園
TEL.４５－０１２１ 乙立町５２７３－８

ゆかり館
TEL.８４－０８００ 佐田町原田７３７

はたご小田温泉
TEL.８６－２０１６ 多伎町小田川畔

出雲空港ホテル
TEL.７２－７８００ 荘原町２８９１－３

華　満
TEL.７２－５８００ 上直江１２８５－１

湯元　湯の川
TEL.７２－０３３３ 学頭１３２９－１

竹　葉
TEL.２８－６２３１ 古川町４３８

奥出雲湯村温泉清嵐荘
TEL.７５－００３１ 吉田町川手１６１－４

奥出雲町サイクリングターミナル
TEL.５４－２１００ 三成５５８
亀嵩温泉　玉峰山荘
TEL.５７－０８００ 亀嵩３６０９－１

マリンポートホテル海士
TEL.２－１０００ 福井１３７５－１

ホテル知夫の里
TEL.８－２５００ 仁夫１２４２－１

出雲市 市外局番
0853

安来市 市外局番
0854

雲南市 市外局番
0854

海士町 市外局番
08514

知夫村 市外局番
08514

奥出雲町 市外局番
0854

金

日
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ジョイメイトしまねのホームページからもお申込みできます。チケットあっせんのご案内

職場のトラブルの解決をお手伝い

まずはお電話で相談を！
０８５２－２２－５４５０まで

島根県労働委員会事務局

料金は無料で、秘密厳守です！

島根県労働委員会事務局

～島根県労働委員会のあっせんがあります～

料　　金

申込締切

日　　時

会　　場

平成27年12月11日■金 

お届け時期 11月中旬

島根県民会館大ホール

10月30日■金 

〈昼の部〉14：00開演（13：30開場）
〈夜の部〉18：00開演（17：30開場）

（一般8,640円）

指定（S席）6,000円

料　　金

申込締切

お届け時期 11月下旬
平成27年11月4日■水 

平成27年11月4日■水 
平成27年11月4日■水 

（一般1,230円）
※大人（中学生以上）のみ

※未就学児童のご入場不可。

800円

五木ひろしコンサート２０１５
よこはま・たそがれから45年 ～ここに真実の詩（うた）がある～

お申込みはお一人様いずれか2枚まで50枚限り

お申込みはお一人様5枚まで

1

松江堀川遊覧船2
料　　金

申込締切

お届け時期 11月下旬

（一般3,000円）
2,700円

（一般5,000円）
4,500円

お申込みは１種類につきお一人様5枚まで

共通バスカード３
料　　金

申込締切

お届け時期 11月下旬

（一般500円）●大人 400円
（一般250円）

※大人は中学生以上、小人は小学生以下です。
◎1日に限り、ぐるっと松江レイクラインに何回
　でも乗降できます。

●小人 200円

お申込みは１種類につきお一人様5枚まで

レイクライン1日乗車券ぐるっと松江4

お申込み方法

◇申込み締切後のキャンセルはできません。
◇お席の指定はできません。

※申込み多数の場合は抽選し、当選の方のみにご通知します。　
※当選の確認をしたい方は、締切日の翌々日以降事務局までお問い合わせ下さい。　
※当選者はホームページからも確認できます。　
※先着順ではありません。　
※ジョイメイトしまねからチケットと郵便振替用紙を送付します。お近くのゆう
　ちょ銀行にて振り込み下さい。

利用限度額3,300円 利用限度額5,500円 

●FAX または、郵送にてジョイメイトしまねへお申込み下さい。事業
所番号、会員番号、事業所名、氏名、枚数を明記して下さい。
●申込み用紙は、7ページにあります。
　注）お申込みは会員に限らせていただきます。
●「ジョイメイトしまね」のホームページからもお申込みができます。

第１弾：出雲会場

〈テーマ〉 冬を彩る寄せ植え教室
※松江会場は次号でご案内いたします

平成27年12月2日■ ①10：00～11：00 ②14：00～15：00
①10：00～11：00 ②14：00～15：00

日 　 時

各25名募集人員

円1,500参 加 費

11月1日（日）

出雲市西新町2-1101-1
イメージTEL（0853）20－1187　

申込締切 しまね花の郷スタッフ講 師

しまね花の郷会 場

会員のみ参加資格

水

12月6日■日

ＪＲ西出雲駅
●ゆうプラザ

★しまね花の郷

●ゆめマート ●ジュンテンドー
９

【ご利用できる方】
　・県内の事業所にお勤めの（お勤めだった）方　（パート、アルバイトの方も利用できます）
　　　※公務員などご利用できない場合もありますので、ご相談ください。
　・県内の事業所の事業主

【取り扱う内容（例えば）】
　・一方的に解雇すると言われた、有給休暇がない、残業しているのに
手当を払ってもらえない、パワハラで困っている。

　　※私的なトラブルなどは、対象となりません。
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今月もお得な旅行情報をお届け！みんなで一緒にでかけよう！！

ツアー No. 31-71-41 日帰り
鳥取

日帰り
兵庫

ツアー No. 31-71-42

出 発 日

鳥取賀露港「蟹・かに・カニ」
12月出発 砂の美術館 1月・2月出発 宇倍神社へご案内します

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によっ
　て出発時刻の変更が生ずることがございます。

平成27年12月6日（日）・20日（日）
平成28年1月16日（土）2月7日（日）・20日（土）平成27年11月15日（日）

会員及び同居家族
竹田城跡現地ガイド付

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員
に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

出 発 日

旅行代金

補助対象

昼食１回

40名（最少催行人員25名）募集人員

食 事

城山西駐車場 ⇒ 松江駅南口 ⇒ 世界文化遺産・国宝「姫路城」 ⇒ 

山城の郷（昼食）⇒ 天空の城「竹田城跡」 ⇒ 松江駅南口 ⇒

城山西駐車場 

5：30

１３：30 １６：30

6：00 9：15 １２：15

21：00

20：30

行 程

世界文化遺産・国宝「姫路城」と
天空の城「竹田城跡」

お 申 込 み
お問い合せ先 松江市交通局 観光係

島根県知事登録2-13号　全国旅行業協会会員

松江市平成町1751-21（観光係営業時間／平日9：00～18：00）
TEL 0852-60-1113 ※城山西駐車場は１日400 円で駐車できます。

（観光係へお問い合せください）
通行経路によっては行程に記載した場所以外でも途中乗車可能な
場合があります。詳しくは申込時にお問い合わせください。

丸
岡
城（
イ
メ
ー
ジ
）

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によっ
　て出発時刻の変更が生ずることがございます。

会員及び同居家族

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員
に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

旅行代金

補助対象

昼食１回

40名（最少催行人員25名）募集人員

食 事

城山西駐車場 ⇒ 松江駅南口 ⇒ 鳥取賀露港「山田屋」（昼食） ⇒

賀露港海産物ショッピング ⇒ 砂の美術館・宇倍神社参拝 ⇒

松江駅南口 ⇒ 城山西駐車場 

8：30 9：00 11：30 13：30

18：00 18：30

14：0013：35

行 程

会員・同居家族料金 一般料金（お一人様）

15,500円11,700円
会員・同居家族料金

12月出発

1月・2月出発

一般料金（お一人様）

13,500円10,300円
13,000円9,800円

お 申 込 み
お問い合せ先 サンフラワートラベル

島根県知事登録2-83号  全国旅行業協会会員
出雲市平田町1627（営業時間／9：00～18：00）TEL 0853-31-5580

日帰り
鳥取・兵庫

ツアー No. 31-71-43

会員及び同居家族

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員
に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によって出発時刻の変更が生ずることがございます。
※平田サンフラワー観光・宍道ベル・米子お菓子の壽城につきましては駐車が可能です。ご希望の方はお申し出ください。

平成27年12月13日（日）・19日（土）出 発 日

旅行代金

補助対象

昼食１回

80名（最少催行人員25名）募集人員

食 事

平田サンフラワー観光 ⇒ 出雲市駅北口 ⇒ 宍道ベル前 ⇒ 松江駅南口 ⇒ 米子お菓子の壽城（乗車・休憩）

鳥取賀露港（お買物） ⇒ 浜坂港（焼きガニ・ゆでガニを含むかに料理５０分間食べ放題とお買物）  ⇒

前田商店（ちくわと天ぷらのお買物） ⇒ とっとり花回廊（フラワーイルミネーション鑑賞）  ⇒

米子お菓子の壽城 ⇒ 松江駅南口 ⇒ 宍道ベル前 ⇒ 出雲市駅北口 ⇒ 平田サンフラワー観光

 

17：00 18：3015：2014：55

11：35 12：05 12：50 14：30

8：258：00 8：50 9：20 10：00 10：25

19：00 20：05 20：30 20：5019：40

行 程

浜坂港「かに食べ放題」と
とっとり花回廊「フラワーイルミネーション」

会員・同居家族料金 一般料金（お一人様）

10,000円7,700円

1泊2日
滋賀・福井

ツアー No. 31-70-15

《昼食かに食べ放題お品書き》ゆでかに足・焼きガニ・かにほぐし身・かにチラシ丼・
かに雑炊・かにうどん・かに板・かに爪フライ・かに味噌・かに豆腐・かに汁・かにすき鍋・
かにみぞれ鍋・雲丹鍋・海鮮鍋・牡蠣鍋・海鮮浜焼き（牡蠣・ホタテ・カレイ・ハタハタ）・
甘海老・のどぐろフィーレ・ソフトドリンク飲み放題

《お品書き》焼きがに、かにすき、かに
刺し、ボイル姿がに、かにみそ、かにみ
そ豆腐、ぞうすい

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

1日目朝×昼○夕×
2日目朝○昼○夕×

45名（最少催行人員25名）募集人員

食事会員及び同居家族補助対象

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によって出発時刻の変更が生ずることがございます。
※平田サンフラワー観光・宍道ベル・米子お菓子の壽城につきましては駐車が可能です。ご希望の方はお申し出ください。

平成27年11月28日（土）出 発 日

旅行代金

行 程

会 　 員 同居家族料金 一般料金（お一人様）

31,000円24,100円 25,100円

信長・秀吉ゆかりの「名城めぐり」２日間
バスガイド付

平田サンフラワー観光 ⇒ 出雲市駅北口 ⇒ 宍道ベル ⇒ 松江駅南口 ⇒ 米子お菓子の壽城 ⇒ 

車中にて弁当昼食 ⇒ 安土城天主信長の館（今は亡き幻の名城「安土城」の5階6階を復元展示）⇒

安土城跡（築城からわずか6年で焼失した悲運の城。）⇒ 長浜城・歴史博物館（天下統一を成し遂げた

秀吉の出世城。） ⇒ 福井市・ホテルリバージュアケボノ（泊） 

11
／
28（
土
）

11
／
29（
日
）

ホテル ⇒ 安田蒲鉾店（試食・お買物）⇒ 羽二重餅の古里（試食・お買物） ⇒ 丸岡城（現存天守閣で最古の

建築様式を持つ平山城。） ⇒ 北の庄城址（朝倉氏滅亡後に越前48万石を与えられた、信長の家臣柴田勝家によって

築城。）⇒ 福井城址（徳川家康の次男結城秀康築城。約270年間越前松平家の繁栄の舞台となった名城。）

⇒ 武生（昼食）⇒ 米子お菓子の壽城 ⇒松江駅南口 ⇒ 宍道ベル ⇒ 出雲市駅北口 ⇒ 平田サンフラワー観光

5：45 6：10 6：35

18：15頃

16：10 16：55

7：00

8：15 8：30 8：55 9：05 9：30 9：45

10：25 10：45

11：25 11：35 12：15

12：40 13：40 19：15 20：00 20：25 20：50 21：10

12：20 13：05

15：1513：15

7：40

～当社バスガイドおすすめツアーです！～

【2名様1室】※１名様１室利用ご希望の方はお問合せ下さい。
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今月もお得な旅行情報をお届け！みんなで一緒にでかけよう！！

ツアー No. 31-71-41 日帰り
鳥取

日帰り
兵庫

ツアー No. 31-71-42

出 発 日

鳥取賀露港「蟹・かに・カニ」
12月出発 砂の美術館 1月・2月出発 宇倍神社へご案内します

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によっ
　て出発時刻の変更が生ずることがございます。

平成27年12月6日（日）・20日（日）
平成28年1月16日（土）2月7日（日）・20日（土）平成27年11月15日（日）

会員及び同居家族
竹田城跡現地ガイド付

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員
に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

出 発 日

旅行代金

補助対象

昼食１回

40名（最少催行人員25名）募集人員

食 事

城山西駐車場 ⇒ 松江駅南口 ⇒ 世界文化遺産・国宝「姫路城」 ⇒ 

山城の郷（昼食）⇒ 天空の城「竹田城跡」 ⇒ 松江駅南口 ⇒

城山西駐車場 

5：30

１３：30 １６：30

6：00 9：15 １２：15

21：00

20：30

行 程

世界文化遺産・国宝「姫路城」と
天空の城「竹田城跡」

お 申 込 み
お問い合せ先 松江市交通局 観光係

島根県知事登録2-13号　全国旅行業協会会員

松江市平成町1751-21（観光係営業時間／平日9：00～18：00）
TEL 0852-60-1113 ※城山西駐車場は１日400 円で駐車できます。

（観光係へお問い合せください）
通行経路によっては行程に記載した場所以外でも途中乗車可能な
場合があります。詳しくは申込時にお問い合わせください。

丸
岡
城（
イ
メ
ー
ジ
）

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によっ
　て出発時刻の変更が生ずることがございます。

会員及び同居家族

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員
に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

旅行代金

補助対象

昼食１回

40名（最少催行人員25名）募集人員

食 事

城山西駐車場 ⇒ 松江駅南口 ⇒ 鳥取賀露港「山田屋」（昼食） ⇒

賀露港海産物ショッピング ⇒ 砂の美術館・宇倍神社参拝 ⇒

松江駅南口 ⇒ 城山西駐車場 

8：30 9：00 11：30 13：30

18：00 18：30

14：0013：35

行 程

会員・同居家族料金 一般料金（お一人様）

15,500円11,700円
会員・同居家族料金

12月出発

1月・2月出発

一般料金（お一人様）

13,500円10,300円
13,000円9,800円

お 申 込 み
お問い合せ先 サンフラワートラベル

島根県知事登録2-83号  全国旅行業協会会員
出雲市平田町1627（営業時間／9：00～18：00）TEL 0853-31-5580

日帰り
鳥取・兵庫

ツアー No. 31-71-43

会員及び同居家族

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員
に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によって出発時刻の変更が生ずることがございます。
※平田サンフラワー観光・宍道ベル・米子お菓子の壽城につきましては駐車が可能です。ご希望の方はお申し出ください。

平成27年12月13日（日）・19日（土）出 発 日

旅行代金

補助対象

昼食１回

80名（最少催行人員25名）募集人員

食 事

平田サンフラワー観光 ⇒ 出雲市駅北口 ⇒ 宍道ベル前 ⇒ 松江駅南口 ⇒ 米子お菓子の壽城（乗車・休憩）

鳥取賀露港（お買物） ⇒ 浜坂港（焼きガニ・ゆでガニを含むかに料理５０分間食べ放題とお買物）  ⇒

前田商店（ちくわと天ぷらのお買物） ⇒ とっとり花回廊（フラワーイルミネーション鑑賞）  ⇒

米子お菓子の壽城 ⇒ 松江駅南口 ⇒ 宍道ベル前 ⇒ 出雲市駅北口 ⇒ 平田サンフラワー観光
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浜坂港「かに食べ放題」と
とっとり花回廊「フラワーイルミネーション」

会員・同居家族料金 一般料金（お一人様）

10,000円7,700円

1泊2日
滋賀・福井

ツアー No. 31-70-15

《昼食かに食べ放題お品書き》ゆでかに足・焼きガニ・かにほぐし身・かにチラシ丼・
かに雑炊・かにうどん・かに板・かに爪フライ・かに味噌・かに豆腐・かに汁・かにすき鍋・
かにみぞれ鍋・雲丹鍋・海鮮鍋・牡蠣鍋・海鮮浜焼き（牡蠣・ホタテ・カレイ・ハタハタ）・
甘海老・のどぐろフィーレ・ソフトドリンク飲み放題

《お品書き》焼きがに、かにすき、かに
刺し、ボイル姿がに、かにみそ、かにみ
そ豆腐、ぞうすい

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

1日目朝×昼○夕×
2日目朝○昼○夕×

45名（最少催行人員25名）募集人員

食事会員及び同居家族補助対象

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によって出発時刻の変更が生ずることがございます。
※平田サンフラワー観光・宍道ベル・米子お菓子の壽城につきましては駐車が可能です。ご希望の方はお申し出ください。

平成27年11月28日（土）出 発 日

旅行代金

行 程

会 　 員 同居家族料金 一般料金（お一人様）

31,000円24,100円 25,100円

信長・秀吉ゆかりの「名城めぐり」２日間
バスガイド付

平田サンフラワー観光 ⇒ 出雲市駅北口 ⇒ 宍道ベル ⇒ 松江駅南口 ⇒ 米子お菓子の壽城 ⇒ 

車中にて弁当昼食 ⇒ 安土城天主信長の館（今は亡き幻の名城「安土城」の5階6階を復元展示）⇒

安土城跡（築城からわずか6年で焼失した悲運の城。）⇒ 長浜城・歴史博物館（天下統一を成し遂げた

秀吉の出世城。） ⇒ 福井市・ホテルリバージュアケボノ（泊） 

11
／
28（
土
）

11
／
29（
日
）

ホテル ⇒ 安田蒲鉾店（試食・お買物）⇒ 羽二重餅の古里（試食・お買物） ⇒ 丸岡城（現存天守閣で最古の

建築様式を持つ平山城。） ⇒ 北の庄城址（朝倉氏滅亡後に越前48万石を与えられた、信長の家臣柴田勝家によって

築城。）⇒ 福井城址（徳川家康の次男結城秀康築城。約270年間越前松平家の繁栄の舞台となった名城。）

⇒ 武生（昼食）⇒ 米子お菓子の壽城 ⇒松江駅南口 ⇒ 宍道ベル ⇒ 出雲市駅北口 ⇒ 平田サンフラワー観光

5：45 6：10 6：35

18：15頃

16：10 16：55

7：00

8：15 8：30 8：55 9：05 9：30 9：45

10：25 10：45

11：25 11：35 12：15

12：40 13：40 19：15 20：00 20：25 20：50 21：10

12：20 13：05

15：1513：15

7：40

～当社バスガイドおすすめツアーです！～

【2名様1室】※１名様１室利用ご希望の方はお問合せ下さい。
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①会員は、「ジョイメイト推奨ツアー申込書」に必要事項を記入する。（７頁にあります）
②会員は、「ジョイメイト推奨ツアー申込書」を旅行代理店に直接FAXし、割引後の代金を支払う。
注１：補助対象は、「会員と同居家族」のみです。
注２：「ツアー2,000円割引」、「熟年夫婦旅行10,000円隔年補助」との併用はできません。

お 申 込 み
お問い合せ先 日本交通旅行社

島根県知事登録2-7号 全国旅行業協会会員
松江市東朝日町278-3（営業時間／8：30～17：30）TEL 0852-23-3703

日帰り
兵庫

ツアー No. 31-71-44

会員及び同居家族

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員
に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

ⒸKobe Luminarie O.C. ※イメージ

※みかん狩り園内食べ放題

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によって出発時刻の変更が生ずることがございます。
※添乗員・バスガイド同行　※その他国道9号線沿いのバス停にてご乗車可能です。

平成27年12月5日（土）・12日（土） 平成27年12月13日（日）・19日（土）・23日（水・祝）出 発 日

旅行代金

補助対象

なし（自由食）

80名（最少催行人員30名）募集人員

食 事

冬のイルミネーション 光の彫刻
ＫＯＢＥルミナリエ2015

冬の味覚 ずわい蟹・かに鍋・甘エビ３大食べ放題
と「鳥取砂丘イリュージョン」バスツアー

会員・同居家族料金 一般料金（お一人様）

8,000円5,800円
会員・同居家族料金 一般料金（お一人様）

8,700円6,500円

お 申 込 み
お問い合せ先 松江市千鳥町24（営業時間／9：00～18：00）TEL 0852-21-0277

日帰り
鳥取

ツアー No. 31-71-45

会員及び同居家族

定員になり次第締め切らせていただきます。また、最少催行人員
に満たない場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。

出 発 日

旅行代金

補助対象

夕食１回

80名（最少催行人員30名）募集人員

食 事

1泊2日
愛媛・広島

ツアー No. 31-70-16 ツアー No. 31-70-17

定員になり次第締め切らせていただきます。
また、最少催行人員に満たない場合、ツアー
を取消させていただく場合がございます。

※弊社ホームページ・DM等で既に販売済みの
　コースです。

※11/23（月）、12/11（金）は出発決定。12/6（日）は出発決定まであと少し。

※12/3（木）、11（金）は出発決定まであと少し。

※弊社ホームページ・DM等で既に販売済みの
　コースです。

※夕食は、なばなの里または名古屋市内にて
　自由食となります。

※2日目ホテル～名古屋小牧空港集合までの交通費は
　旅行代金に含まれません。別途ご負担ください。

定員になり次第締め切らせていただきます。
また、最少催行人員に満たない場合、ツアー
を取消させていただく場合がございます。

（補助対象は全日程合わせて
　先着40名様まで）

（補助対象は全日程合わせて
　先着40名様まで）

1日目朝×昼○夕○
2日目朝○昼○夕×

43名（最少催行人員25名）募集人員

食事会員及び同居家族補助対象

JR米子駅 ⇒ 安来市役所前バス停 ⇒ JR 松江駅 ⇒ JR 出雲市駅 ⇒ 村上水軍博物館（見学）

⇒りんりんパーク（昼食） ⇒ 道後温泉・宝荘ホテル【泊】

行 程

6：00 6：20 6：50 7：40

ホテル ⇒ ハタダお菓子館（買物） ⇒ 大山祗神社（現地ガイドと参拝）     せとうち茶屋（昼食） 

ミカン農園（ミカン狩り園内食べ放題） ⇒ 盛港  　  （大三島フェリー）  　  忠海港 ⇒ 

竹原（現地ガイドと散策） ⇒ JR 出雲市駅 ⇒  JR 松江駅 ⇒ 安来市役所前バス停 ⇒ JR米子駅
19：10 20：00 20：30 20：50

１
日
目 出雲縁結び空港（FDA直行便） 　 名古屋小牧空港 ⇒ なばなの里（イルミネーションご見学）

⇒ 名古屋市内・名古屋栄東急REI ホテル【泊】

行 程

15：10集合 16：10発
１
日
目

ホテル ⇒ フリータイム・各自にて名古屋小牧にて ⇒ 名古屋小牧空港（FDA直行便）

出雲縁結び空港

１
日
目

２
日
目

「マッサン」の故郷竹原と
道後温泉

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によって出発時刻の変更が生ずる
　ことがございます。　※添乗員同行・バスガイドは同行しません。

1泊2日
三重・愛知

25名（最少催行人員12名）募集人員

食事会員及び同居家族補助対象

フジドリームエアラインズで行く！

日本最大級 なばなの里ウィンターイルミネーション
と 名古屋フリープラン

1日目朝×昼×夕×
2日目朝○昼×夕×

12/1（火）、 4（金）、 6（日）、 8（火）、 9（水）、 11（金）、 13（日）出発日・旅行代金
会員料金

３名様以上１室

２名様１室

同居家族料金 一般料金（お一人様）

28,980円23,100円 24,100円
30,980円24,000円 25,000円

11/18（水）、 23（月）、 27（金）
会員料金

３名様以上１室

２名様１室

同居家族料金 一般料金（お一人様）

31,980円25,000円 26,000円
33,980円27,000円 28,000円

ナイスデーツアーセンター

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によっ
　て出発時刻の変更が生ずることがございます。

出雲市駅北口 ⇒ 松江⇒ 高速道 ⇒ 神戸三田IC ⇒

異国情緒な神戸と光の彫刻“ルミナリエ2015を満喫！（約７時間滞在） 

神戸三田IC ⇒ 高速道 ⇒ 松江 ⇒ 出雲市駅北口

7：30 8：20

0：3023：40

12：30 19：30

行 程

※上記日程表は最新の資料をもとに作成しておりますが、交通機関の都合によっ
　て出発時刻の変更が生ずることがございます。

※この旅行は添乗員が同行してお世話いたします。 ※この旅行は添乗員が同行してお世話いたします。

出雲市駅北口 ⇒ 松江 ⇒ 山陰道 ⇒ お菓子の壽城 ⇒ 賀露港（中村商店）

冬の味覚「茹でずわい蟹・かに鍋・甘エビ」３大食べ放題とタラバガニ・焼ガニ・

かに飯の夕食！ ⇒「鳥取砂丘イリュージョン2015」イルミネーション

山陰道 ⇒ 松江 ⇒ 出雲市駅北口

12：00 12：50

21：00 21：50

17：5017：45 18：45

16：30

行 程

出発日・旅行代金 会員料金

２名様１室

出  発  日 部屋人数

１名様１室

同居家族料金 一般料金（お一人様）

34,000円27,000円 28,000円
36,500円29,400円 30,400円

12/2（水）、 3（木）、 
     7（月）、 10（木）

２名様１室

１名様１室

35,000円28,000円 29,000円
37,500円30,400円 31,400円

12/11（金）

12/17（木）

２名様１室

１名様１室

37,000円29,900円 30,900円
39,500円32,300円 33,300円

13：50集合 14：40頃発

15：40着
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応
募
券

11月
号
 

マリエ・やしろセレクトショ
ップでは、厳選されたブライ
ダルリングを豊富に取り揃
えております。ご成約のお
客様には、やしろならでは
のプレゼントをご用意して
おります。
なお当店一押しブランド
“星の砂”の婚約or結婚指
輪（ペア）をご成約時には、
素敵な“ジュエリーボック
ス”をプレゼント。お気軽に
ご来店くださいませ。

県内でも珍しい２つの泉質
をもつ源泉掛け流しの日帰
り天然温泉施設です。お仕
事帰りやご家族でくつろぎ
の時間を満喫しませんか？
和室の無料休憩室やマッサ
ージ機も完備しております。

〈入館料〉６５歳以上４００円／
一般６００円（ＪＯＹメイト会員５
００円３名様まで「カード掲
示」）／小中学生４００円／３
歳～就学前２００円

松江市雑賀町176 TEL.0852-59-3536
10:00～18:30営 火曜日休10:00～21:00（最終入館受付20時30分）営

年中無休（但し、メンテナンス休業あり）休

マリエ・やしろ㈱セレクトショップ松江市

マリエ・やしろ㈱ セレクトショップから

京都西川 ぬくぬくホームベスト（４，０００円）

名様にプレゼント！！4

平野缶詰㈲より
「宍道湖産大和しじみ使用即席しじみ汁１０名様」

10月号当選者発表
当選商品は今月末までにお届け致します。〔事業所番号ー会員番号〕

208-3／752-7／947-20／1010-15／1261-10／1407-18
2440-37／2966-4／3019-8／3119-102 （応募総数164通）

（応募総数115通）

（応募総数63通）

（応募総数94通）

マリエ・やしろ㈱セレクトショップより
「秋・冬用厚手ストール（フランス製） ３名様」
227-13／1010-11／1267-7

シダックス㈱中国支店より
「シダックスグループワイナリー醸造によるワイン ３名様」
647-116／2013-1／2265-8

松江テルサ事務局より
「テルサバーチャルトリップ招待券（３名入場可）１０名様」
620-34／1083-34／1669-2／1887-2／2137-13
2181-44／2550-16／3103-7／3116-2／3245-2

郵便ハガキに①希望するプレゼント名②郵便番号、住所、
氏名、自宅電話番号、事業所名、事業所番号、会員番号
③ジョイメイトしまねに対するご意見・要望などがあれ
ばご記入の上、左下の応募券を必ず貼付け、ジョイメイ
トしまねまでお送りください。

プレゼント応募方法

〒690-0886
松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル2階
ジョイメイトしまね行

締切：１０月３０日（金）必着

出雲市多伎町久村654 TEL.0853-86-2600

㈱多伎振興 多伎いちじく温泉出雲市

㈱多伎振興から

※商品イメージです。商品は変更になる場合があります。

いちじく商品詰め合わせ（３，０００円）

名様にプレゼント！！4

松江市朝日町590 TEL.0852-27-3160
http: //www.matsue - excelhotel -tokyu .comＨＰ

松江エクセルホテル東急松江市

～秋のシーフード＆野菜ブッフェ～
2015年10月1日（木）～11月30日（月）
◎17：30～21：30 （ＬＯ21：00）
◎制限時間120分

【お一人様】
 ◆大人4,000円
 ◆小学生2,000円
 ◆幼児500円（3歳以下無料）
【ディナーオプション（飲み放題】 
◆アルコール飲み放題１，５００円
◆ノンアルコール飲み放題１，0００円
※サービス料・消費税込

《記念日お祝い企画》デザートプレートPresent

★お祝いされる方対象
　当日正午まで受付

誕生日・結婚記念日・婚約祝・還暦祝・
喜寿・米寿・退職祝・七五三など

松江エクセルホテル東急から

ランチブッフェ食事券をペアで

名様にプレゼント！！5
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応
募
券

11月
号
 

マリエ・やしろセレクトショ
ップでは、厳選されたブライ
ダルリングを豊富に取り揃
えております。ご成約のお
客様には、やしろならでは
のプレゼントをご用意して
おります。
なお当店一押しブランド
“星の砂”の婚約or結婚指
輪（ペア）をご成約時には、
素敵な“ジュエリーボック
ス”をプレゼント。お気軽に
ご来店くださいませ。

県内でも珍しい２つの泉質
をもつ源泉掛け流しの日帰
り天然温泉施設です。お仕
事帰りやご家族でくつろぎ
の時間を満喫しませんか？
和室の無料休憩室やマッサ
ージ機も完備しております。

〈入館料〉６５歳以上４００円／
一般６００円（ＪＯＹメイト会員５
００円３名様まで「カード掲
示」）／小中学生４００円／３
歳～就学前２００円

松江市雑賀町176 TEL.0852-59-3536
10:00～18:30営 火曜日休10:00～21:00（最終入館受付20時30分）営

年中無休（但し、メンテナンス休業あり）休

マリエ・やしろ㈱セレクトショップ松江市

マリエ・やしろ㈱ セレクトショップから

京都西川 ぬくぬくホームベスト（４，０００円）

名様にプレゼント！！4

平野缶詰㈲より
「宍道湖産大和しじみ使用即席しじみ汁１０名様」

10月号当選者発表
当選商品は今月末までにお届け致します。〔事業所番号ー会員番号〕

0000-00／0000-00／0000-00／0000-00／0000-00
0000-00／0000-00／0000-00／0000-00／0000-00

マリエ・やしろ㈱セレクトショップより
「秋・冬用厚手ストール（フランス製） ３名様」
0000-00／0000-00／0000-00

シダックス㈱中国支店より
「シダックスグループワイナリー醸造によるワイン ３名様」
0000-00／0000-00／0000-00

松江テルサ事務局より
「テルサバーチャルトリップ招待券（３名入場可）１０名様」
0000-00／0000-00／0000-00／0000-00／0000-00
0000-00／0000-00／0000-00／0000-00／0000-00

郵便ハガキに①希望するプレゼント名②郵便番号、住所、
氏名、自宅電話番号、事業所名、事業所番号、会員番号
③ジョイメイトしまねに対するご意見・要望などがあれ
ばご記入の上、左下の応募券を必ず貼付け、ジョイメイ
トしまねまでお送りください。

プレゼント応募方法

〒690-0886
松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル2階
ジョイメイトしまね行

締切：１０月３０日（金）必着

出雲市多伎町久村654 TEL.0853-86-2600

㈱多伎振興 多伎いちじく温泉出雲市

㈱多伎振興から

※商品イメージです。商品は変更になる場合があります。

いちじく商品詰め合わせ（３，０００円）

名様にプレゼント！！4

松江市朝日町590 TEL.0852-27-3160
http: //www.matsue - excelhotel -tokyu .comＨＰ

松江エクセルホテル東急松江市

～秋のシーフード＆野菜ブッフェ～
2015年10月1日（木）～11月30日（月）
◎17：30～21：30 （ＬＯ21：00）
◎制限時間120分

【お一人様】
 ◆大人4,000円
 ◆小学生2,000円
 ◆幼児500円（3歳以下無料）
【ディナーオプション（飲み放題】 
◆アルコール飲み放題１，５００円
◆ノンアルコール飲み放題１，0００円
※サービス料・消費税込

《記念日お祝い企画》デザートプレートPresent

★お祝いされる方対象
　当日正午まで受付

誕生日・結婚記念日・婚約祝・還暦祝・
喜寿・米寿・退職祝・七五三など

松江エクセルホテル東急から

ランチブッフェ食事券をペアで

名様にプレゼント！！5
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ご希望の旅行にチェック　  を入れて、
担当の旅行代理店に直接ＦＡＸしてください。

※安全確保のため、申し込み受付後、ご参加される皆さまのご自宅のご住所・お電話番号・生年月日をお伺いいたします。

※安全確保のため、申し込み受付後、ご参加される皆さまのご自宅のご住所・お電話番号・生年月日をお伺いいたします。

11月号

事 業 所 名

No

事業所番号 事業所電話番号 事業所 FAX 番号

★事業所名・会員氏名・番号を必ず記入

★事業所名・会員氏名・番号を必ず記入

0852-28-6575
ジョイメイトしまね行

「料理教室」申込書

1
2

FAX

11月号

会 員 氏 名 会員番号
松江会場【○印】

12月12日（土） ① 11月18日（水） ② 11月20日（金） ③ 11月21日（土）

出 雲 会 場 【○印】

事 業 所 名

No

事業所番号 事業所電話番号 事業所 FAX 番号

1
2

会 員 氏 名 会員番号
10：00～ 14：00～ 10：00～ 14：00～

12月2日（水）  【○印】 12月6日（日）  【○印】

「ジョイメイト推奨ツアー」申込書

事 業 所 名

参 加 者 氏 名No 会 員 番 号 会員との続柄【○印】 連絡先電話番号 ツ ア ー 出 発 日

事業所番号

ツ ア ー 案 内 書 送 付 先 ツアー案内書送付先場所【○印】 乗 車 場 所

〒

月　 　　　　日本 人 ・ 同居家族

月　 　　　　日本 人 ・ 同居家族

月　 　　　　日本 人 ・ 同居家族

事業所電話番号 事業所 FAX 番号

自宅 ・ 事業所 ・ その他

1
2
3

鳥取 ＦＡＸ．0852-60-1126鳥取賀露港「蟹・かに・カニ」日帰り 松江市交通局

兵庫 日帰り ＦＡＸ．0852-60-1126世界文化遺産・国宝「姫路城」と天空の城「竹田城跡」 松江市交通局

鳥取・兵庫

兵庫

鳥取

ＦＡＸ．0853-63-8220浜坂港「かに食べ放題」ととっとり花回廊「フラワーイルミネーション」 サンフラワートラベル

滋賀・福井 ＦＡＸ．0853-63-8220信長・秀吉ゆかりの「名城めぐり」２日間 サンフラワートラベル

愛媛・広島 1泊2日 ＦＡＸ．0852-26-5208「マッサン」の故郷竹原と道後温泉 一畑トラベルサービス

三重・愛知 ＦＡＸ．0852-26-5208日本最大級 なばなの里ウィンターイルミネーションと 名古屋フリープラン 一畑トラベルサービス1泊2日

日帰り

ＦＡＸ．0852-27-8197冬のイルミネーション 光の彫刻 ＫＯＢＥ ルミナリエ2015日帰り 日本交通旅行社

ＦＡＸ．0852-27-8197冬の味覚 ずわい蟹・かに鍋・甘エビ３大食べ放題と「鳥取砂丘イリュージョン」バスツアー日帰り 日本交通旅行社

※参加者が多数で記入欄が足りない時は、 記入欄の下（欄外）のスペースにご記入ください。

ジョイメイト推奨ツアー専用申込書 旅行代理店に直接ＦＡＸ 旅行会社受付　10月14日（水）～

11月号0852-28-6575
ジョイメイトしまね行 「ガーデニング体験」申込書FAX

事 業 所 名

催 物 名No 開 催 日 【○印】 枚 数 備 考 申込締切日

事業所番号 事業所電話番号 会 員 氏 名 会員番号

H27.10.30（金）一人いずれか
2枚まで枚

夜
枚

昼五木ひろしコンサート2015

松江堀川遊覧船

よこはま・たそがれから 45年
～ここに真実の詩（うた）がある～ H27.12.11（金）

11月号
★事業所名・会員氏名・番号を必ず記入

0852-28-6575
ジョイメイトしまね行 「チケット」申込書FAX

1

H27.11.4（水）一人5枚まで
１種類につき

一人5枚まで
１種類につき

枚

枚

共通バスカード

H27.11.4（水）枚

枚

枚

3
レイクライン1日乗車券ぐるっと松江

①3,000 円券

―

―

―

① ②

大人 子供

②5,000 円券

4

H27.11.4（水）一人5枚まで2

1泊2日
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松江テルサ住友生命松江ビル

ホテルαー１
★

中国労金ビル
全労済

山陰合同銀行

JR松江駅

松江栄養調理
製菓専門学校

ホテルαー１

★

東横イン

一畑百貨店

ごうぎん
資産運用プラザ

JR出雲市駅

キッチンスタジオ
「夢の食卓」

（一財）島根県東部勤労者共済会
〒690-0886 松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル2階
TEL.0852-28-6555 FAX.0852-28-6575

vol.241
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2 0 1 5

ジョイメイトニュース

情報満載！！ ジョイメイトしまねのホームページを検索

検索ジョイメイトしまね

新規加入事業所紹介

松江市

ジョイメイトの加入状況 ●事業所数 2,100 ●会員数 26,659人（平成27年9月1日現在）

●㈲三興　●ホテル玉泉

出雲市
●出雲防水工業㈱　●オムラ設計

飯南町
●㈱赤名酒造

11月1日入会・退会・異動の届出は

期限までに提出できない場合は、必ずジョイメイトしまねまでご連絡ください。

“創立20周年記念オリジナルクオカード”を
会員の皆様全員にプレゼント！

新規に入会される事業所の受付は です。

11月5日（木）必着！
「10月30日（金）」必着「10月30日（金）」必着

10月１日より仲間入りしました

京の
おばんざい
季節や旬の食材を取り入れた手軽なおばんざいを紹介します。

※タイトルの「時分時（じぶんどき）」は、「物事にふさわしい時間。食事の時刻、ごはん時。」という意味があり、京都でも使われる言葉です。

フードデザイナー／山陰中央新報社文化センター講師講師 太田夏来

時
分
ど
き

鶏肝煮8
秋の夜長のおつまみに嬉しい、鶏肝煮。時間をかけずにシンプルな味付けで
さっと炊く、簡単な方法です。出来上がりにつまんでしまいそうなのをぐっ
と我慢して、食べるのはしっかりと冷めてから。一日寝かすだけでしっとり
こっくり、上等のお味になります。なんといっても鶏肝は、無理して買おう
とせず、新鮮できれいなものを見つけたときに、まとめて作っておくのがお
すすめ。毎日冷蔵庫から少しずつ．．．あると嬉しい一品です。

鶏肝　　 ４００g～５００g

生姜　　 ２０g（千切り）

酒　　　 １２０ml

みりん　 ６０ml

醤油　　 ６０ml

①鶏肝はさっと洗って一口大に切り、水にさらす。浮
いてきた血のかたまりをきれいに取り除いたら水を
切り、沸騰した湯に入れ一度茹でこぼす。（ザルに
あげ、灰汁が気になるようであればさっと洗う。）

②鍋に酒、みりん、生姜を入れて沸騰させ、①の鶏肝
を入れ、弱めの中火で８分ほど煮る。醤油を入れ、
さらに５分ほど煮たら、そのまま冷ます。

※ひと晩おいて味を馴染ませる。

◎
材
料
・
４
個
分

◎
作
り
方

レシピ

ジョイメイトニュースは、当共済会ホームページにも掲載しています。
（掲載予定日）◎11月号…10月14日　◎12月号…11月16日

「ジョイメイトしまね」は、平成27年10月1日に創立20周年を迎えました。これひとえに会員の皆様、行政、各団体・機関の
ご支援の賜ものと厚くお礼申し上げます。これを記念して、“オリジナルクオカード”を作成しましたので、会員の皆様全員
にプレゼント（500円券）します。今後も、引き続きご支援賜わりますようよろしくお願いします。なお、クオカードは10月中
に、会員数分（平成27年10月1日現在の会員）まとめて事業所あてにお送りします。

10：00～13：00

実践ビジネス会話塾実践ビジネス会話塾
プ

ロに
教わ
る手軽

だけど本格的なレシピ

日　　時 平成27年 12月12日□土
会　  場 学校法人 松江栄養調理

製菓専門学校
募集人員 40名
講　   師 池野 潤氏

松江会場 ◎各会場共通事項師走のスペシャルメニュー

◎のどぐろとフォアグラの柚子釜みそ焼き　◎のどぐろの潮仕立て
◎のどぐろのかぶら蒸し キャビアのせ　◎のどぐろご飯 トリュフ風味
◎チーズケーキ 抹茶ソース

学校法人松江栄養調理製菓専門学校
調理師科主任教諭（専門日本料理）
調理師

申込多数の場合は
抽選となります。

（注）本件について、各カレッジへの問い合わせは固く
　　お断りいたします。

（松江市伊勢宮町５２０－８）

※駐車場なし

※駐車場数台可

（出雲市今市町７１７あさつ内）

“島根産のどぐろと世界三大珍味の融合”

10：00～13：00（各日とも）

日　　時 平成27年 11月18日□水・20日□金・21日□土

会　  場 キッチンスタジオ 夢の食卓

募集人員 各13名
講　   師 浅津 知子氏

出雲会場
～オール無添加レシピ～

◎玄米ドリア　◎あわクリームスープ　◎れんこんボール きのこソース添え
◎そばサラダ　◎くるみクッキー　◎三年番茶

㈲あさつキッチンスタジオ「夢の食卓」代表
　　出雲教室・東京教室講師
日本マクロビオティック正食協会講師　他

申込多数の場合は
抽選となります。

“マクロビオティックで免疫力アップ”

参 加 費 1,500円／お一人様
参加資格 会員のみ

持 参 物 エプロン、手拭き、筆記用具

申込締切 10月30日□金 必着

お申込
方法

10月30日（金）までに、7ページ
の申込書にご記入の上、FAXで
お申込み下さい。

◎当選の確認をしたい方は、締切日の翌々日以降事務局
　までお問い合わせ下さい。　
◎当選者はホームページからも確認できます。
◎ジョイメイトしまねのホームページからもお申込み
　ができます。

み

ん
なで楽しく料理を学んでみ

ませ
んか

？
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