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8月13日～16日は休業となります　お盆期間の休業について

メニュー

ダイニング&バー
　 「ジョバンニ」
※日曜除外

17:30～LO 20：00

チャイニーズダイニング
　  「JUEN」
※①・②よりお選びください

17:00～LO 19：30
日本料理
　   「対い鶴」
17:00～LO 19：30
フランス料理
 「モン・フレーブ」
※前日までの予約制
17:00～LO 19：30

店舗

成都（ドリンク付き）
海老のチリソース煮、春巻と海老団子揚げ、
イカフリッターの黒酢ソースかけ、
四川麻婆あんかけ焼きそば　など

重慶（ディナーコースプラン）
海老と夏野菜の塩味炒め、蟹爪揚げと春巻、
杜仲茶ポークの四川唐辛子炒め、
フカヒレと鮑のあんかけ飯　など

わんこ膳
　・三陸産烏賊の海胆のせ　螺貝　鰹
　・餅入り鰯東寺揚げと大蒜の天婦羅　揚げ蕎麦
　・県産雑穀入りひとめぼれ鰻丼　など
コース料理
　・ブイヤベース冷製仕立て　サフランのジュレと和ハーブのハーモニー
　・三陸産穴子のフリット　爽やかなタブレ ヴェールと共に
　・軽やかなシートに包まれた牛舌とフォワグラのロッシーニ仕立て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

ドリンク
3ドリンク付き
生ビール、グラスワイン（赤・白）、
日本酒（東北の地酒）焼酎（麦・芋）、
サワー、カクテル各種、
ソフトドリンク各種

3ドリンク付き
生ビール、紹興酒、中国果実酒各種、
スコッチウィスキー、焼酎（麦・芋）、
ソフトドリンク各種

飲み物 別途
※オプションでご注文下さい。

飲み物 別途
※オプションでご注文下さい。

飲み物 別途
※オプションでご注文下さい。

●対　　象　会員と家族
●利用方法　アスピーク窓口でチケットをご購入の上、ご利用ください。
●販売期間　6月7日㈪10時～6月25日㈮17時までにご予約ください。
　　　　　　※販売期間終了後及び主催者都合によるもの以外のキャンセル等はお受けできませんのでご了承下さい。

●会員料金　4,500円（一般前売　5,000円）
●枚　　数　30枚
●開催日時　7月1日㈭～8月31日㈫

　今年は本館40周年・ニューウィング25周年を記念し、開業当初からの人気メニューを中心に、岩手県産の
おいしい食材を使用したディナーメニューを各店で用意いたします。
　お料理はお一人様ずつの個別盛りや、スタッフによる取り分けなどでご提供。
　変わらぬ味と新しいサービススタイルでみなさまのご来店をお待ちしております。

2021サマーナイトフェスティバル
ホテルメトロポリタン盛岡

ご利用の際は、　　　　　　　　ご利用ください。　問合せ・予約　625-1211（大代表）必ず予約の上

①

②

ワンプレート+ブッフェ料理
　・プレートメニュー … 県産牛ステーキ、北東北産帆立

貝のオーブン焼き、みちのく清流鶏のチキン南蛮、雫
石しいたけのブルゴーニュバター焼き　など

　・ブッフェメニュー … 洋風イカ飯、魚介のカルパッチョ、
サラダ稲庭風うどん、ピザ、パスタ、サラダ　など

イメージ写真

食材の仕入れ状況により内容を変更する場合があります。

サービスセンターニュースサービスセンターニュース
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チケット斡旋チケット斡旋

※チケットのお引き渡しは6月24日㈭以降となります。

日時　9月14日㈫　
　　　19：00開演（18：15開場）
会場　盛岡市民文化ホール　小ホール
料金 券　種

S席
会員料金
3,200円

一般料金
4,000円

原田智子(ヴァイオリン) 小林道夫（ピアノ）
“ウィーンの香り～巨匠たちが生きたウィーン”

※チケットのお引き渡しは7月下旬以降となります。

日時　9月11日㈯ 
　　　19：00開演（18：00開場）
会場　キャラホール
料金 券　種

S席
会員料金
3,500円

一般料金
4,500円

SLIDE MONSTERS “TRAVELERS”取寄
★

取寄
★

日時　8月5日㈭
　　　18：30開演（17：45開場）
会場　盛岡市民文化ホール　大ホール
料金

※３歳以上有料。（２歳以下の入場不可）
※１階席または２階席でのご案内となります。
※感染症対策の一環として、舞台より数列開けた座席位置で販売。左右１席は
空けず通常通りです。

※チケットは取りまとめての発注となります。ご希望の方は６月３０日㈬までに
電話・ＦＡＸ等でアスピークへお申し込み下さい。

券　種
S席

会員料金
8,000円

一般料金
9,900円

「劇団四季
  The Bridge～歌の架け橋～」盛岡公演

取寄
★

※チケットのお引き渡しは6月21日㈪以降となります。

日時　9月25日㈯
　　　14：00開演（13：00開場）
会場　姫神ホール
料金　限定10枚

券　種
全席指定

会員料金
3,000円

一般料金
3,800円

姫神寄席 立川談春 独演会取寄
★

新型コロナウィルス感染防止のため、ご案内した公演等が延期・中止となることがあります。
情報が入り次第ＨＰにてご案内し対応して参りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

アスピーク窓口でお買い求め下さい。（会員の方は会員証を提示）電話での予約は随時受付けます。 （座席については事務局に一任下さい。）
※各公演のチケットは、一般の方へは一般料金で、会員の方へはアスピークが補助し会員料金で提供しております。

・★印の公演等のチケットは取寄となります。電話・FAX・メール等でアスピークへお申し込み下さい。
・締切日のある取寄チケットは締切日以降のキャンセルはできません。また、締切日前に取扱枚数に達した場合は受付終了となります。
・お申込みいただいたチケットは確実に確保できますが、入荷は公演日の２週間前頃となりますのでご了承願います。
・転売防止対策等により、ご入場の際身分証明の提示が必要となる場合があります。
・申込締切のないチケット等は公演日の一週間ほど前に販売終了となる場合があります。販売終了後のキャンセルはできません。
・ご来場の際は「マスクの着用」「手指の消毒」等の感染症対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止策として、
　ご来場いただくお客様にはご来場前に必ずお名前と連絡先をチケットの半券にご記入をお願いいたします。
・取寄のチケットは、主催者側の都合による場合以外にはキャンセルできませんのでご了承願います。

注
意
事
項

原田智子©Ludovit Kanta 小林道夫©木之下 晃

※本コンサートは、主催者の意向により定価での取り扱いとなります。
※3歳以上チケット必要。
※1申込みにつき、チケット4枚までのお申込みとなります。
※チケットは取りまとめての発注となります。ご希望の方は６月11日㈮までに
電話・FAX等でアスピークへお申し込み下さい。

≪このチケットは「チケット不正転売禁止法」の対象チケットとなります≫
※本公演は購入者の氏名・連絡先を確認のうえ販売されています。
※チケット購入時ご登録いただいた代表者様のお名前、お電話番号を主催の
キョードー東北へ提供いたします。

※事前に確認された方以外の入場はできません。
※ご購入いただいたチケットを、興行主の同意なく有償譲渡することは禁止い
たします。

※その他の注意事項はキョードー東北ホームページ　http://www.kyodo-
　tohoku.com/main.php　をご確認のうえお申込みください。

日時　7月31日㈯ 　15：00開演（14：00開場）
会場　岩手県民会館　大ホール
料金 券　種

全席指定
会員・一般料金
9,900円

MISIA 星空のライヴ ACROSS THE UNIVERSE取寄
★ 限定10枚での取扱いです

HP・FB随時更新中!!

のぞいてみまshow        見てみまshow

　急遽取扱いが決まった公演情報をHP・FBで随時お知らせしています。
　行ってみたかったあのアーティストの公演も、もしかしたらアスピークで取り扱ってるかも!?
気になる方はぜひ検索を。
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日時　6月26日㈯
　　　14：00開演（13：00開場）
会場　盛岡市民文化ホール　小ホール
料金 券　種

全席指定
会員料金
1,600円

一般料金
2,000円

プリヴェット・トリオ ふれあいコンサート
工藤和真（テノール） ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン） 河野紘子（ピアノ）

日時　7月10日㈯～9月5日㈰
　　　10：00～17：00（入場は16：30まで）※月曜休館。但し、8/9は開館。
会場　盛岡市民文化ホール　展示ホール
料金

※未就学児無料。

券　種
一般
ペア

会員料金
   650円
1,200円

一般料金
   800円
1,500円

みうらじゅんフェス！マイブームの全貌展取寄
★

ⒸMasaaki Hiraga.psd

好評発売中！

日時　7月31日㈯
　　　15：00開演（14：15開場）
会場　盛岡市民文化ホール　小ホール
料金 券　種

S席
会員料金
3,200円

一般料金
4,000円

川口成彦 フォルテピアノ・リサイタル

※３歳未満入場不可。

日時　7月25日㈰ 
　　　14：00開演（13：15開場）
会場　キャラホール
料金 券　種

一般（中学生以上）

３歳～小学生

会員料金
1,600円
　600円

一般料金
2,000円
　800円

カンジヤマ・マイム「おしゃべりなパントマイム」取寄
★

取寄
★

『キネマの神様』 全国共通映画券
　これは、“映画の神様”を信じ続けた男の人生とともに紡がれる愛と友情、そして家族の物語。

2021年８月６日㈮～　全国ロードショー
監督：山田洋次
脚本：山田洋次  朝原雄三
原作：原田マハ「キネマの神様」（文春文庫刊）
出演：沢田研二  菅田将暉　　永野芽郁  野田洋次郎／北川景子  寺島しのぶ  小林稔侍  宮本信子
　●利用資格　会員と家族

●料　　金　大人券　900円（一般前売料金 1,500円）
●販売期間　6月上旬頃～7月23日㈮
●公式ＨＰ　https://movies.shochiku.co.jp/kinema-kamisama/

アスピーク 春の映画まつり！
　春の映画まつり 大人“1,000円券”は6月30日まで！アスピーク窓口でお買い求め下さい。

●利用資格　会員と家族

盛岡中劇・南部興行映画券

●販売期間　～6月30日㈬　

●料　　金　大人　1,000円（一般料金 1,800円　通常販売価格 1,100円）

　　　　　　小人　 　700円（一般料金 1,000円）
　　　　　　※鑑賞不可作品あり　※３D等追加料金がかかる場合がございます。
●有効期限　盛岡中劇…2021年8月31日　南部興行…2021年6月30日　※随時入替予定

© 2021 「キネマの神様」製作委員会

終了間近！

販売しておりました『峠　～最後のサムライ～』は2022年へ公開延期となりました。
公開日等が決まりましたら改めてお知らせいたします。
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これからの季節にぴったり‼全国の店舗で使用できる
サーティワン アイスクリームのギフト券を販売します。

●利用資格　会員と家族

●販売料金　400円（500円券 １枚）
●販売枚数　100枚
●利用店舗　全国　約1,200店舗（一部利用不可店あり。ＨＰなどでご確認下さい。）
　　　　　　岩手県内は9店舗 うち盛岡市内3店舗　　
　　　　　　イオンモール盛岡店・盛岡南店、イオンスーパーセンター盛岡渋民店

■家庭常備薬の斡旋
　家庭常備薬を特別価格にて販売します。お申し込みの際は個別申込書（A3版）を事業所ごとに取り
まとめ、同封の取りまとめ書（A4版）と合わせてお申込み下さい。

●申込締切　6月25日㈮必着
●申 込 先　アスピーク　FAX 653-1910
　　　　　　必要事項を申込書へご記入の上ＦＡＸまたはご郵送下さい。

■感染症対策品及びプリマレックス（高反発敷ふとん・敷マット）の斡旋について　
　家庭常備薬でおなじみの大日商事から、コロナ禍における必需品の感染症対策品と健康維持に不
可欠な睡眠のための高反発・健康寝具のご案内です。同封の申込書にてお申込み下さい。
　こちらの商品は家庭常備薬と同梱及び合算はできませんので、予めご了承下さい。

●申込締切　6月25日㈮必着
●申 込 先　大日商事㈱仙台連絡所　FAX 0224-56-2636
　　　　　　必要事項を申込書へご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。

家庭常備薬・感染症対策品等の斡旋家庭常備薬・感染症対策品等の斡旋

サーティワン　アイスクリームギフト券サーティワン　アイスクリームギフト券

大日商事

今、ご加入のアフラックのがん保険は
「集団扱い」になっていますか？
アスピークの会員なら簡単な手続きで
個人加入よりも割安保険料の

もちろん、

集団扱いへ変更

新規申込もOK!

ができます。

全てはナカイ株式会社にお任せ下さい。

アフラック募集代理店　ナカイ株式会社　盛岡支店
盛岡市大沢川原3－8－40　TEL 652-3261

広告
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お中元ハムギフト
　「丸大食品」・「伊藤ハム」より会員特別価格にて夏のギフトをご提供します。同封の各カタログに
てお申し込み下さい。各々締切日等異なりますので、お間違えのないようご確認の上ご利用下さい。
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れます。8月27日㈮までにお振込み下さい。
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コンビニでお支払い下さい。

商品に関する
問い合わせ先

配送

支払方法

【ギフト申込先：アスピーク　FAX 019-653-1899】

丸大食品・伊藤ハム

盛岡近郊に9教場
総合教育センター学院

電話 019-638-6309

美しい字は一生の宝

広告広告

これからの季節にぴったり‼全国の店舗で使用できる
サーティワン アイスクリームのギフト券を販売します。

●利用資格　会員と家族
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■感染症対策品及びプリマレックス（高反発敷ふとん・敷マット）の斡旋について　
　家庭常備薬でおなじみの大日商事から、コロナ禍における必需品の感染症対策品と健康維持に不
可欠な睡眠のための高反発・健康寝具のご案内です。同封の申込書にてお申込み下さい。
　こちらの商品は家庭常備薬と同梱及び合算はできませんので、予めご了承下さい。

●申込締切　6月25日㈮必着
●申 込 先　大日商事㈱仙台連絡所　FAX 0224-56-2636
　　　　　　必要事項を申込書へご記入の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。

家庭常備薬・感染症対策品等の斡旋家庭常備薬・感染症対策品等の斡旋

サーティワン　アイスクリームギフト券サーティワン　アイスクリームギフト券

大日商事

今、ご加入のアフラックのがん保険は
「集団扱い」になっていますか？
アスピークの会員なら簡単な手続きで
個人加入よりも割安保険料の

もちろん、

集団扱いへ変更

新規申込もOK!

ができます。

全てはナカイ株式会社にお任せ下さい。

アフラック募集代理店　ナカイ株式会社　盛岡支店
盛岡市大沢川原3－8－40　TEL 652-3261

広告
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桃狩り
8月5日頃～　　　　
　　9月10日頃まで

《料金》表記の金額は全て税込です。

●対　　象　会員と家族

●申込方法　アスピーク専用申込書にて田屋果樹園へお申し込み下さい。
　　　　　　申込書はアスピークHPよりDLするか、お電話等でお知らせ下さい。

●申込締切　9月3日㈮
　　　　　　　　但し天候等により締め切り前に終了する場合がありますのでご了承下さい。

●発　　送　発送時期は田屋果樹園にお任せ下さい。桃が完熟してから収穫し、順次発送となりますので、
日時の指定はできません。時期ものですので、お申込みが重なり、お届けに日数を要する場合も
ございます。また、天候等により前後します。

●支払方法　下記よりお選び下さい。
　　　　　　①ゆうちょ銀行・コンビニエンスストア⇒後払い専用払い込み取扱票を送付します。
　　　　　　②代金引換⇒代引き手数料400円がかかります。
　　　　　　　クレジットカード＆デビッドカードがご利用できます。
　　　　　　　商品に関するお問い合わせは田屋果樹園へ　℡ 019-696-2742

桃ギフト 販売ご案内
フレッシュフルーツ  田屋果樹園

《品種》

◎アスピーク助成商品は上記二品種となります。その他の商品をご希望の方は、田屋果樹園へ直接ご注文下さい。
※ジュースはりんごと西洋梨です。組合せも可能です。
※今年度のさくらんぼ販売については、アスピークではお取扱いいたしません。ご希望の方は直接田屋果樹園へ
　お問い合わせください。

●川中島白桃
桃といえばこれ！！一度味わうと忘れられない
でしょう。とってもジューシーで香りも良く、
甘味の強い桃です。果肉がやや硬めなので
食べ応えバッチリです。

●黄金桃
マンゴーのような風味のトロピカルな味が
する桃です。あざやかな黄色い果肉で、すば
らしい香りがします。ギフトにピッタリです！！

発送時期：８月２０日頃～

発送時期：９月１日頃～

北海道 岩手 東北 関東・信越 北陸・東海 関西 中国 四国 九州 沖縄

6㎏まで（ジュース2～3本）
干しりんご（10袋・15袋） 680円 530円 630円 680円 730円 780円 1，800円

《送料》桃&100％ジュース&干しりんご 常温便

干しりんご「ひだまり」

お知らせ

入　園　料（税込）／大人（中学生以上）800円、小学生500円、幼児まで無料
もぎ取り料（税込）／１㎏　1,000円
※人数制限なし・要予約　予約受付時間　10：00～16：30　℡019-696-2742

６０ｇ入　１０袋　4,000円
１５袋　6,000円

10月以降の発送

ビジネス
パートナー

No. 会員料金種類品種 一般料金

桃

ジ
ュ
ー
ス

2㎏（大玉約6玉）

3㎏（大玉約10玉）

2㎏（大玉約6玉）

3㎏（大玉約10玉）

2㎏（大玉約6玉）

3㎏（大玉約10玉）

720㎖×2本

720㎖×3本

川中島白桃

黄金桃

2品種MIX

3,800円

5,000円

3,800円

5,000円

3,800円

5,000円

1,500円

2,300円

3,0００円
4,0００円
3,0００円
4,0００円
3,0００円
4,0００円
1,2００円
1,8００円

1

2

3

4

5

6

7

8
りんご・西洋梨
ジュース
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●発　　送　発送時期は田屋果樹園にお任せ下さい。桃が完熟してから収穫し、順次発送となりますので、
日時の指定はできません。時期ものですので、お申込みが重なり、お届けに日数を要する場合も
ございます。また、天候等により前後します。

●支払方法　下記よりお選び下さい。
　　　　　　①ゆうちょ銀行・コンビニエンスストア⇒後払い専用払い込み取扱票を送付します。
　　　　　　②代金引換⇒代引き手数料400円がかかります。
　　　　　　　クレジットカード＆デビッドカードがご利用できます。
　　　　　　　商品に関するお問い合わせは田屋果樹園へ　℡ 019-696-2742

桃ギフト 販売ご案内
フレッシュフルーツ  田屋果樹園

《品種》

◎アスピーク助成商品は上記二品種となります。その他の商品をご希望の方は、田屋果樹園へ直接ご注文下さい。
※ジュースはりんごと西洋梨です。組合せも可能です。
※今年度のさくらんぼ販売については、アスピークではお取扱いいたしません。ご希望の方は直接田屋果樹園へ
　お問い合わせください。

●川中島白桃
桃といえばこれ！！一度味わうと忘れられない
でしょう。とってもジューシーで香りも良く、
甘味の強い桃です。果肉がやや硬めなので
食べ応えバッチリです。

●黄金桃
マンゴーのような風味のトロピカルな味が
する桃です。あざやかな黄色い果肉で、すば
らしい香りがします。ギフトにピッタリです！！

発送時期：８月２０日頃～

発送時期：９月１日頃～

北海道 岩手 東北 関東・信越 北陸・東海 関西 中国 四国 九州 沖縄

6㎏まで（ジュース2～3本）
干しりんご（10袋・15袋） 680円 530円 630円 680円 730円 780円 1，800円

《送料》桃&100％ジュース&干しりんご 常温便

干しりんご「ひだまり」

お知らせ

入　園　料（税込）／大人（中学生以上）800円、小学生500円、幼児まで無料
もぎ取り料（税込）／１㎏　1,000円
※人数制限なし・要予約　予約受付時間　10：00～16：30　℡019-696-2742

６０ｇ入　１０袋　4,000円
１５袋　6,000円

10月以降の発送
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パートナー

No. 会員料金種類品種 一般料金
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ジ
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ー
ス

2㎏（大玉約6玉）

3㎏（大玉約10玉）

2㎏（大玉約6玉）

3㎏（大玉約10玉）
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●お問い合わせ先●
アスピーク《一般財団法人　盛岡市勤労者福祉サービスセンター》

〒020-0821  盛岡市山王町10-6 山王ハイツ TEL（019）653-1910  FAX（019）653-1899
URL http://www.morioka-ksc.or.jp　　E-mail  info@morioka-ksc.or.jp

事務局からのお知らせ
■お盆期間の休業について
　右記お盆期間は休業です。
　チケット等の購入はお早目にお願いします。

■割引指定店　特典内容の変更について

休　業　   8月13日～16日

施設名 変更前

あい鍼灸療院

変更後

3,000円（税込）以上の施術料金より
5％割引

3,000円（税込）以上の施術コースの場合
施術時間5分延長

広告

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目8-30
FAX.019-636-0099　E-mail eidai@poplar.ocn.ne.jp

TEL.019-636-0011

印刷物の「困った!」は
にお任せ!永代印刷

まずはお気軽にご相談を！

http://www.eidai-p.ecnet.jp/ HP

◯ 会社のパンフレットの作成。
◯ B1の大きいポスターの印刷。
◯ 資料の少ない冊数での印刷。
◯ 企画から印刷までトータルサポート。
◯ 納期まであまり時間がない…etc。

広告

後援：東北労働金庫岩手県本部、こくみん共済coop岩手推進本部、消費者信用生活協同組合

・奨学金

生活相談

労働相談

金融関係

保険関係

法律関係

広告


