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《施設設備・各種サービス案内マーク》
下記のマークは各施設で利用可能な設備・サービス等を表しています。

エレベーター 飲み放題売店

ベッド部屋有り カラオケルーム会議室
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鳥海自然文化館
遊楽里

あったまりランド深堀
虹の館

名湯リゾート
ルーセントタカミヤ 

湯杜　匠味庵
山川

鳴子やすらぎ荘

③お風呂や食事会場に
おいて、人数や時間に
制限がある場合は、施
設の指示に従いましょう。

⑥大声を出したり、騒いだりせず、
仲間と交流をしましょう。

⑤コロナ感染状況に
よって、カラオケなど
一部のサービスがご利
用いただけない場合が
あります。あらかじめ
確認を行い、施設
の指示に従いま
しょう。 ×

④フロントやエレベーター、食事会
場、浴場では、人が密集しないよ
うに距離をおいて、ゆずり合いを
心がけましょう。

①旅館・ホテルの中では、必ずマ
スクを着用しましょう。

②施設内の各所にある
消毒液を使って、手指
の消毒をこまめに行い
ましょう。

安全に高齢者保養施設を利用するために
コロナ感染“しない！”“させない！”お約束

　誰もが安心して施設を利用するには、利用する私たちもマナーを守る必要があります。
　皆さんのご協力が、より一層の安全につながります。
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https://meito-lucent.com

蔵王温泉
名湯リゾート　ルーセントタカミヤ

特典・サービス
①宴会時、2人でビール1本付
②カラオケサービスは、当面の間休止いたし

ます

〒990-2301　山形市蔵王温泉942　FAX 023-694-9519

023-694-9135

泉　質

客　室

浴　場 効　能含硫化水素、強酸性

和室49部屋、和洋室10部屋、バリアフリー 1部屋

大浴場（男女）、サウナ 切り傷、美肌効果、眼病、やけど　等

送迎条件
15名様以上（乗車前に消毒と検温にご協力ください）
無料送迎地域： 東南村山地域・西村山地域
　　　　　　　北村山地域・置賜地域
※最上・庄内地域は相談のうえ

露天風呂
客室

お食事

四季折々の
自然の美しさ
そこに心からの
おもてなしをそえて

外
観

レストラン グラウンドゴルフ場 公式ワナゲ台貸出 イス・テーブル宴会 貸切風呂

いきいきプラン

1泊2食

￥17,050〜2泊5食

￥9,350〜1泊3食

○各コース、お一人様に付き、入湯税150円を
別途頂戴します。

￥8,800〜（税込）

（税込）

（税込）
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外観

遊楽里内風呂

お料理一例

特典・サービス
①個室宴会場利用
②宴会時、お銚子またはソフトドリンク付き

送迎条件
15名様以上で無料送迎します（要相談）
無料送迎地域： 東南村山地域・西村山地域・北

村山地域・最上地域・庄内地域
○庄内地域のみ少人数での無料送迎を対応い

たします（要相談）
※秋田県（にかほ市・由利本荘市・秋田市）対応可

シルバープラン

￥10,000〜1泊2食 （税込）

日本百名山の「鳥海山」と日本海に
囲まれた宿、効能豊かな茶褐色の
温泉や地元の食材を使用したレストラン、一日の疲れを癒してく
れる温泉。ゆとりのある時をお過ごしください。

鳥海自然文化館　遊楽里
〒999-8521　飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76　FAX 0234-77-3722

0234-77-3711
https://www.yamagata-yurari.com

時を忘れてゆったりと過ごせる静寂な宿、
各部屋とも見晴らしが良く、
４階には最上川を一望できる
展望風呂があります。

あったまりランド深堀　虹の館

特典・サービス
①夕食時、お酒１合1本またはソフトドリンク1本サービス
②カラオケサービス
　（コロナが収束するまで中止といたします）

送迎条件
10名様以上、当館規定により

※片道30分以内（10名様以上）、60分以内
（15名様以上）、60分以上（20名様以上）

日帰りプラン

￥5,000〜

〒999-4134　北村山郡大石田町大字豊田884-1　FAX 0237-35-5355

0237-35-5353

客　室

宴会場

効　能

泉　質 単純泉

和室7部屋、洋室1部屋、和洋室2部屋、バリアフリー 1部屋

浴　場 大浴場（男女）、露天風呂、サウナ、猫型陶器風呂

大宴会場(定員60名1室）、中宴会場(定員40名1室）、小宴会場(定員8名5室）

切り傷、やけど、慢性皮膚炎、婦人病、神経痛、筋肉痛、関節痛

https://attamariland-fukabori.co.jp

外観

大石田
温泉

公式ワナゲ台貸出レストラン

チェックアウト延長イス・テーブル宴会

敬老会プラン

￥8,400〜
￥16,200〜

1泊3食

2泊6食

ねこバス

料理例

露天風呂

（税込）

（税込）

（税込）

要相談

鳥海温泉

客　室

浴　場

隣接の
他施設

宴会場和室32部屋、洋室3部屋、和洋室3部屋、バリアフリー 1部屋

大浴場（男女）
「道の駅 鳥海ふらっと」
「とりみ亭」
「マルチドームふれんどりぃ」

大宴会場(定員60名1室）、中宴会場(定員20名1室）、小宴会場(定員10名1室）

泉　質 効　能ナトリウム塩化物 慢性皮膚炎、慢性婦人病　等

◆隣接する日帰り温泉「あぽん西浜」利用可 　◆グラウンドゴルフ・テニスコート「ふれんどりぃ」の手配もできます（別途料金）。

レストラン チェックアウト延長イス・テーブル宴会 ゲートボール場 グラウンドゴルフ場
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湯杜　匠味庵　山川

特典・サービス

送迎条件

①飲み物、酒１本付
②カラオケサービス（コロナ収束時）

送迎無料（15名様以上）
無料送迎地域： 置賜地域（米沢市・高畠町・南陽市・川西町）
※他地域は、要問合せ

〒992-0076　米沢市小野川町2436　FAX 0238-32-2814

泉　質

客　室

浴　場

宴会場

含硫黄、ナトリウム、カルシウム塩化物温泉

和室26部屋、洋室2部屋、和洋室2部屋

大浴場（男女）、露天風呂

大宴会場(定員100名1室）、中宴会場(定員30名1室）

効　能 関節の痛み、リウマチ、腰痛　等

大浴場

露天風呂

玄関

創業百年。
老舗のおもてなし。
温かみに満ちた、寛ぎの湯宿。

小野川
温泉

※各宴会場は2分割でも利用可能です

ゆったりプラン

￥8,900〜

￥9,500〜
￥17,000〜

￥17,500〜

1泊2食

1泊3食

2泊4食

2泊5食

その他プラン

イス・テーブル宴会

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

0238-32-2811
https://syomian-yamakawa.com

　安心して高齢者保養施設を
利用するために、きららクラ
ブ山形（山形県老人クラブ連合
会）は、提携する高齢者保養施
設に『あんしん８ヶ条宣言』を
提示し賛同してもらっていま
す。
　高齢者保養施設指定書と同様、各
施設の玄関・フロント等に掲示して
います。
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https://www.sempos.or.jp/naruko/

中山平
温泉

鳴子やすらぎ荘
〒989-6832　宮城県大崎市鳴子温泉字星沼18-2　FAX 0229-87-2502

0229-87-2121

しっとり・あったか・やすらぎ宿
地元の食材をたっぷり盛り込ん
だお料理、そして「美肌の湯」と
しても知られる温泉でほっとひ
と息、やすらぎの時間を過ごして
みませんか。

●２名様利用の場合

特典・サービス
１グループに赤ワイン（ハーフ）を１本サービス１グループに赤ワイン（ハーフ）を１本サービス
→２名様に各１本→２名様に各１本

送迎条件
10名様以上10名様以上

（宴会コース）、無料送迎あり（要相談）（宴会コース）、無料送迎あり（要相談）
※鳴子温泉駅送りあり（予約制）※鳴子温泉駅送りあり（予約制）

シルバープラン（60歳以上）

1泊2食 ￥8,800〜（税込）
シニアプラン（50歳以上）

1泊2食 ￥9,300〜（税込）
通常プラン

1泊2食￥10,700〜（税込）

宴会プラン

1泊2食￥11,000〜（税込）

泉　質 含硫黄・ナトリウム・炭酸水素塩・硫酸塩泉（低張性・アルカリ性高温泉）

客　室 和室19部屋、和洋室1部屋 浴　場 大浴場（男女）、露天風呂、家族風呂

効　能 慢性皮膚病・慢性婦人病・糖尿病　等

宴会場 大宴会場（定員40名１室）

お食事処 イス・テーブル宴会 貸切風呂 卓球 客室に簡易ベット貸出あり

外観

客室

美肌の湯

シニアプラン
夕食膳一例

露天風呂

●団体様利用の場合
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〒100-8822  東京都千代田区霞が関３-３-２  新霞が関ビル５階

ホームページ  http://www.senior-ltd.com/ メールアドレス  hoken@senior-ltd.com

公益財団法人

〈取扱代理店〉有限会社 シニアサービス社　TEL.03-3597-8768
〈引受幹事保険会社〉 東京海上日動火災保険株式会社（担当課）医療・福祉法人部　TEL.03-3515-4143

03-3597-8770お問い合わせ
ご相談 先専用FAX 03-3597-8767加入申込書等、

資 料 請 求 先

受付時間 9：30から17：00まで〈土、日、祝祭日、年末年始休〉

③掛金払込の条件：

④補償範囲・掛金タイプ：◆24時間型／４タイプ

◆活 動 型／２タイプ

老人クラブ会員に限ります。1人１口加入で年齢制限はありません。
加入手続きは所属の老人クラブの保険担当者が取りまとめる団体保険です。

加入申込の人数に関わらず１回の払込につき掛金総額３,０００円以上（追加の場合も同様）。
※払込手数料は加入申込者負担。老人クラブ・会員個人には保険証券・領収証は発行されません。

老人クラブ会員向けに傷害保険・賠償責任保険で安心補償

①対 象：

※この広告は、以下の商品についてご紹介したものです。
【老人クラブ傷害保険】
老人クラブ団体傷害保険特約付帯傷害保険・総合生活保険（傷害補償）

【老人クラブ団体賠償責任保険】
施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険
ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」「概要」「重要事項説明書」をよ
くお読みください。詳細は、ご契約者である団体の代表者にお渡しして
あります保険約款によりますが、ご不明な点がある場合には、代理店ま
でお問い合わせください。

・すべてのタイプに特定感染症危険補償（新型コロナウィルス感染症を含む）を追加しました。
・自転車事故を含む個人賠償責任補償や地震・噴火・津波補償、熱中症危険補償を付加したタイプもあります。

6タイプから1人１つ選択してください。複数口加入はできません。

8,000円タイプと12,000円タイプについては、他人の物を壊したり、
他人にケガをさせた場合も対象となります。

②保険始期月および保険期間： 年に２回の募集となります。
保険始期月
10月
4月

保険期間
10月1日午後4時から1年間
  4月1日午後4時から1年間

手続き期間（締切日厳守）
7月15日～9月15日まで
1月15日～3月15日まで

自分がケガをした時の保険です。（病気は対象外）傷 害 保 険

賠償責任保険 他人の物を壊したり、ケガをさせた時の保険。〈自分のケガは対象になりません。〉

単位老人クラブ（全員加入が条件となります）　  毎年10月から1年間（中途加入可）　  1人年額100円（最低引受保険料3,000円）　  支払限度額1億円
①対 象 ③掛 金②保険期間 ④補 償

いきいき活動を
支える

2021年3月作成　20-TC10866

賛助会員として、本会活動への
参画と支援をお願いします。

　少子・高齢化社会の進展とともに、豊かな生き生きとした地域社
会づくりが期待される反面、近年の急激な社会環境の変化が、高齢
者の日常生活や地域での活動に少なからず影響を与えています。
　老人クラブは地域に根差し、さまざまな活動を通して地域コミュ
ニティの重要な役割を果たしてきました。
　地域を基盤とした活動への期待が高まるとともに、高齢者が安全
に安心して過ごせる環境や条件を整備する必要があります。
　当連合会では、時代の要請に応えるべく、「健康・友愛・奉仕」をモットーに老人クラブ活動の活性化を図り、
事業の推進に努力を重ねているところです。
　これら事業のより一層の充実を図るため、賛助会員の制度を設けましたので、是非趣旨にご賛同いただきご
支援、ご協力をお願いいたします。

◆ 会 費 ◆
年会費の金額は、次のとおりとする。
企業会員・団体会員　一口：５千円
個 人 会 員　一口：２千円
会費は、高齢者の健康づくり・介護予防推進事業や
地域支え合い等推進のために運用させていただきます。

◆ 賛助会員へのサービス ◆
（１）会報「陽だまり」の送付等を通した情報の提供
（２）会報「陽だまり」へ賛助会員名簿の掲載（※年１回）
（３）きららクラブ山形のホームページに法人名を掲載
（４）主催事業のうち必要と認める事業等の案内又は招待
（５）その他、会長が必要と認めた事項又は事業

お問い合わせ先は、きららクラブ山形（一般社団法人山形県老人クラブ連合会）まで

◆ お振込み方法 ◆
（１）荘内銀行
【支　店　名】山形営業部
【種　　類】普通預金
【口座番号】051010
【口座名義人】 一般社団法人山形県老人クラブ連合会　

会長　岸
き し べ

部　滋
しげる

（２）郵便振替
【口座記号番号】02490-3-7228
【加　入　者】一般社団法人山形県老人クラブ連合会
（３）その他
山形県老連事務局までご持参ください。



    

    

ココココロロロロナナナナ感感感感染染染染予予予予防防防防対対対対策策策策    

『『『『ああああんんんんししししんんんん８８８８ヶヶヶヶ条条条条宣宣宣宣言言言言』』』』    

賛賛賛賛同同同同施施施施設設設設でででですすすす    
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指  定  書 
 

 

〇〇  〇〇  温温  泉泉  
  

きき  らら  らら  ホホ  テテ  ルル  殿殿  
 

 

貴貴施施設設をを令令和和４４年年度度高高齢齢者者保保養養施施設設にに指指定定ししまますす  
 

（（指指定定期期間間：：令令和和４４年年４４月月１１日日～～令令和和５５年年３３月月３３１１日日））  
  

令令和和４４年年４４月月１１日日  
  
  
一一般般社社団団法法人人  山山形形県県老老人人ククララブブ連連合合会会  
会会  長長  岸岸    部部      滋滋  

施設の玄関、フロント等に掲示し
ています。
また施設の担当者が単位クラブの
皆様方を訪問する際に安心して応
対、相談ができるように「高齢者保
養施設訪問員証」を携帯しており
ます。

高齢者保養施設指定書・訪問員証

きららクラブ山形提携高齢者保養施設

会員厳選　湯友♨ガイド2022
発行　きららクラブ山形 

（一般社団法人 山形県老人クラブ連合会)

〒990-0021　山形市小白川町2-3-31
TEL 023-622-5601　FAX 023-622-5606
ホームページ　https://www.kirara-yamagata.or.jp

制作・印刷　株式会社ニチコミ
〒140-0014　東京都品川区大井1-24-5
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○ ○ 温 泉

きららホテル


