
農 業 ・ 自 然 体 験 企 画
小雨
決行

小雨
決行

450円450円

●おひさまからの贈り物！！ ジャガイモ＆トウモロコシの味覚狩り
●老若男女楽しめる、藤沢市内契約農家での狩りもの体験！
●おひさまからの贈り物！！ ジャガイモ＆トウモロコシの味覚狩り
●老若男女楽しめる、藤沢市内契約農家での狩りもの体験！

その他 ①参加が決まった方へは後日参加
　費振込用紙と案内書（詳しい地図
　等）を送付します。
②軍手、シャベル、持ち帰りビニール
　袋等は各自ご用意ください。
③開園時間内に来場しない場合、
　収穫できないことがあります。
　ご注意ください。

①参加が決まった方へは後日参加
　費振込用紙と案内書（詳しい地図
　等）を送付します。
②軍手、シャベル、持ち帰りビニール
　袋等は各自ご用意ください。
③開園時間内に来場しない場合、
　収穫できないことがあります。
　ご注意ください。

参加費 お1人様お1人様

対象者 会員とその同居家族
（一般の方の参加はできません。）
会員とその同居家族
（一般の方の参加はできません。）

開催場所 井出農園　藤沢市遠藤西ノ谷（案内図参照）井出農園　藤沢市遠藤西ノ谷（案内図参照）

収穫量 ジャガイモひとり約2kg程度＆トウモロコシ3～4本
※出来具合により変動があります。
ジャガイモひとり約2kg程度＆トウモロコシ3～4本
※出来具合により変動があります。

開園期間及び募集人数

250人
10:00～11:30

●合計1,000人

7 6
土曜日

350人
10:00～11:30

7 7
日曜日

300人
10:00～11:30

100人
13:30～14:30

7 15
祝・月曜日

7 16
火曜日

▲昨年度実施風景▼

（各日募集人数を超えた場合、抽選及び日時
の移動をお願いする場合がございます。）

大
好
評
！

ジャガイモ掘りと
トウモロコシ狩り体験
ジャガイモ掘りと
トウモロコシ狩り体験

昭和49年北海道の優良品種に決定されたものです。
肥大が早く、大きくなっても中心に空洞が出来ないこと
から今では北海道以外でも栽培が多くなりました。
ホクホク感が高く、太陽の恵みを実感できる品種です。
また肉質は白色、早掘りいもで大粒種です。

皮つきのベークドポテトやポテトサラダ、ポテトチップ
スなどの揚げ物、コロッケなどに適しています。　

特色

用途

ワセシロ（早生白）ワセシロ（早生白）
ジャガイモ

甘さ・粒皮の柔らかさを追求して生まれた非常に食味
の良いイエロー種です。さわやかに甘く非常にフルー
ティーな味わいです。

フルーツのような味わいでそのまま生でも召し上がる
ことができますが、茹でても焼いてもレンジでチンして
も非常に甘味がある品種です。なお糖度が失われない
ように食べる直前で皮をむいてください。

特色

用途

サニ―ショコラサニ―ショコラ
トウモロコシ

今回収穫予定の『ジャガイモ＆トウモロコシ』
品種のご紹介野 菜 図 鑑

イメージイメージイメージイメージ

〜会員増強〜 25年度 目標会員数 １１,５００人

（財）湘南産業振興財団分室　湘南勤労者福祉サービスセンター事務局
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
TEL （0466）50－3533・25－1111（内線3512） FAX （0466）24－4500
http://ssc.cityfujisawa.ne.jp

企業数 2,072企業　会員数 10,296人（平成25年6月１日現在）
（藤沢 1,605企業 6,829人・鎌倉 413企業 2,858人・茅ヶ崎 54企業 609人）　

2013 年 6月・7月号　第 5号

発　　行

加入状況

2 名の場合□・□と入力2名の場合□・□と入力0 2

136406
136408

お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

申 込 み 人 数

136405
136407

事業コード

7/6（土） 7/7（日）

7/15（祝・月） 7/16（火）

申し込み
締切日
6/23（日）

案内図



2013年 6月・7月号 サービスセンターニュース 第5号

2

ファミリー
マート
ファミリー
マート

鵠沼公民館鵠沼公民館

小田急江ノ島線

小田急江ノ島線
太虚堂書店太虚堂書店

鵠沼海岸駅鵠沼海岸駅

湘南海岸公園湘南海岸公園
134

三笠会館
鵠沼店

▲御殿場高原ビールバイキング（イメージ）

▲富士サファリパーク

最少催行バス1台あたり25人

白樺湖花火大会観覧付
白樺湖ビューホテル宿泊
白樺湖花火大会観覧付
白樺湖ビューホテル宿泊
●白樺湖ビューホテル敷地内から観覧できる湖畔で行われる花火大会
●花火大会当日のホテルのお部屋を確保
●宿泊日当日の夕食は伊東園自慢のバイキング
　さらにアルコール・ソフトドリンク飲み放題付（90分）

●白樺湖ビューホテル敷地内から観覧できる湖畔で行われる花火大会
●花火大会当日のホテルのお部屋を確保
●宿泊日当日の夕食は伊東園自慢のバイキング
　さらにアルコール・ソフトドリンク飲み放題付（90分）

その他

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

①茅ヶ崎中央公園横　 7:30　
②藤沢市役所　　　　8:00 　
③鎌倉郵便局前　      8:30

①食事は、当日昼食、夕食、翌日朝食付（翌日11日昼食は、自由昼食
　となります。）
②参加決定後のキャンセル料は、一般料金に対して出発日の前日よ
　り起算して14日前から発生します。
③参加が決まった方には、後日スタディー（伊東園ホテル旅行セン
　ター）より本旅行条件に関するすべてのご案内があります。

注　意 花火大会は8月10日（土）の開催予定ですが、天候等により予告なく
変更中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 行　程 行程、時間等は状況により変更になる場合があります。

会 　 員
同居家族･大人
同居家族･小人
同居家族幼児
一般料金（大人）

（大人：一般料金 13,983円）

（中学生以上：一般料金 13,983円）

（小学生：一般料金 12,983円）

（3歳～小学生未満：一般料金 11,183円）

9,800円
10,800円
8,800円
6,800円
13,983円

9,800円
10,800円
8,800円
6,800円
13,983円

区分1
区分2
区分3
区分4
区分5

茅ヶ崎中央公園横（7：30）＝＝＝ 藤沢市役所（8：00）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（8：30）＝＝＝ 
ほうとう料理の昼食＝＝＝ 諏訪湖畔（散策・買物）＝＝＝ 白樺湖畔　到着後、花火大会まで
自由行動

白樺湖畔＝＝＝ 果物狩り（各自）＝＝＝ 河口湖畔（自由昼食・散策・買物）＝＝＝ 鎌倉郵便局前
（17：00頃）＝＝＝ 藤沢市役所（17：30頃）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（18：00頃）

昼 ○
夜 ○

1日目

2日目
朝 ○
昼 ×

食事8
／
10
㈯

8
／
11
㈰

㈱スタディー（伊東園ホテル旅行センター）
東京都豊島区南池袋1-10-13　荒井ビル6階
ＴＥＬ　０３－５９５６－５６２５
ＦＡＸ　０３－５９１１－１２７７
営業時間10時～18時（土日祝休）
国内旅行業務取扱管理者　渡辺　順一
担当者　上本・中野　
東京都知事登録旅行業　第2-6139号

取
扱
旅
行
会
社

▲夕食（イメージ）

白樺湖ビューホテル

夏休み♪那須アルパカ牧場と
ビール園ランチバイキング
夏休み♪那須アルパカ牧場と
ビール園ランチバイキング

昼食付

添乗員付き

●モコモコの毛と愛嬌たっぷり可愛いアルパカが400頭以上暮らしている那須アルパカ牧場
●昼食は、那須森のビール園での約40種類のバイキング
●お帰りは那須お菓子の城でのお買い物

●モコモコの毛と愛嬌たっぷり可愛いアルパカが400頭以上暮らしている那須アルパカ牧場
●昼食は、那須森のビール園での約40種類のバイキング
●お帰りは那須お菓子の城でのお買い物

日帰り
バス旅行
日帰り
バス旅行

その他

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

Aコース　①茅ヶ崎中央公園横 6:30　②藤沢市役所 7:00 　
　　　　 ③湘南台相鉄ローゼン前 7:30
Bコース　①鎌倉郵便局前 7:00　②レイ･ウェル鎌倉 7:30
Cコース　①茅ヶ崎中央公園前 6:30　②藤沢市役所 7:00 　③鎌倉郵便局前 7:30

Aコース　①茅ヶ崎中央公園横 6:30　②藤沢市役所 7:00 　
　　　　 ③湘南台相鉄ローゼン前 7:30
Bコース　①鎌倉郵便局前 7:00　②レイ･ウェル鎌倉 7:30
Cコース　①茅ヶ崎中央公園前 6:30　②藤沢市役所 7:00 　③鎌倉郵便局前 7:30

参加決定後のキャンセル料は、通常
料金に対し出発日の前日より起算し
て１０日前から発生します。
参加が決まった方へは、後日「(有)江
ノ新旅行サービス」から本旅行条件
に関するすべてのご案内があります。

行　程 行程、時間等は状況により変更になる場合があります。

会 　 員
同居家族･大人
同居家族･小人
幼 児
一 　 般

（大人：一般料金8,446円）

（中学生以上：一般料金8,446円）

（小学生：一般料金7,216円）

（3歳～未就学児：一般料金6,716円）

5,600円
6,100円
3,900円
2,900円
8,446円

5,600円
6,100円
3,900円
2,900円
8,446円

Aコース、Bコースは集合・解散場所が違うだけでその後の行程、旅行代金は同一です。
A・Bコースは最少催行人数に達しなかった場合は、どちらかのコースに発着場所及び
発着時間が変更になる場合がございます。ご了承ください。

注
意

区分1
区分2
区分3
区分4
区分5

茅ヶ崎中央公園横（6：30）＝＝＝ 藤沢市役所（7：00）＝＝＝ 湘南台ローゼン前（7：30）
＝＝＝ 那須森のビール園（ランチバイキング）＝＝＝ アルパカ牧場（愛くるしいアルパカたち） 
＝＝＝ お菓子の城ハートランド（買物）＝＝＝   湘南台ローゼン前（20：30頃）＝＝＝ 藤沢市役
所（21：00頃）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（21：30頃）

鎌倉郵便局前（7：00）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉（7：30）＝＝＝ 那須森のビール園（ランチバ
イキング）＝＝＝ アルパカ牧場（愛くるしいアルパカたち） ＝＝＝ お菓子の城ハートランド
（買物）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉（20：30頃）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（21：00頃）

朝 ×

昼 ○

夜 ×

食事A
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

㈲江ノ新旅行サービス
横浜市泉区下和泉３丁目24番地3号
ＴＥＬ　０４５－８０１－９９９６
ＦＡＸ　０４５－８０１－９４２１
営業時間10時～18時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　中堀　徹也
担当者　中堀・谷津　
神奈川県知事登録旅行業　第2－826号

取
扱
旅
行
会
社

▲那須の森ビール園バイキング（イメージ）▲アルパカ

日程及び募集人数

Aコース 44人
Bコース 44人

（定員を超えた場合、抽選）

7 28
日曜日

Cコース 44人7 30
火曜日

バスツアーバスツアー

▲開店当時の鵠沼店

三笠会館外観

●老舗三笠会館鵠沼店での湘南フレンチ美味なる食卓
●湘南の新鮮な野菜と近海で揚がった鮮魚介、国内外の厳選素材
●テーブルマナー教室では、「小皿ランチコース」
　（3,900円＋サービス料10％）を召し上がりながらの開催となります

●老舗三笠会館鵠沼店での湘南フレンチ美味なる食卓
●湘南の新鮮な野菜と近海で揚がった鮮魚介、国内外の厳選素材
●テーブルマナー教室では、「小皿ランチコース」
　（3,900円＋サービス料10％）を召し上がりながらの開催となります

その他

開催場所 三笠会館　鵠沼店
藤沢市鵠沼海岸１－１１－２３　国道134号線沿い
小田急線「鵠沼海岸駅」　徒歩約10分（案内図参照）

参加費
（おひとり）

お食事は、小皿ランチコースとなります。
前菜、スープ、魚料理、肉料理、デザート、カフェとなります。
※アルコール類の提供はございません。アルコール類を飲ま　
　れる方は現地でのお支払いとなります。また当日アルコール
　類を飲まれる方のお車を運転でのご参加は御遠慮ください。

会 　 員
同 居 家 族
一 　 般

2,100円
2,800円
4,200円

2,100円
2,800円
4,200円

区分1
区分2
区分3

日時及び募集人数

（定員を超えた場合、抽選）

11:30～13:30
（終了予定）7 27

土曜日 35人

日程及び募集人数

（定員を超えた場合、抽選）

810
土曜日

8 11
日曜日

44人～

大正14年 歌舞伎座前に創業。その後銀座、
西銀座に出店し昭和48年「鵠沼店」をOPEN。
その後軽井沢店などを開店し、現在都内9店、
神奈川県内6店、その他6店でフランス料理・イ
タリア料理・和洋中料理店を運営しております。
直近では、平成21年にルミネウィング大船内に
「アジオナトゥーラ」を開店しました。

三笠会館とは…

①食事前のマナー 
②ナプキンの使い方 
③スープの飲み方　
④ナイフとフォークの使い方 
⑤料理の食べ方 
⑥食後のマナー　　

湘南フレンチ
『三笠会館』での
テーブルマナー教室

湘南フレンチ
『三笠会館』での
テーブルマナー教室

テーブル
マナー内容
（予定)

1泊2日
バスツアー

白樺湖花火大会（イメージ）

最少催行バス
1台あたり35人

夏休み♬家族で行く富士サファリナイトと
御殿場高原ビールでのバイキング
夏休み♬家族で行く富士サファリナイトと
御殿場高原ビールでのバイキング

早めの夕食付
添乗員付き

●大人気！のナイトサファリではライトアップされたサファリゾーンで夜の動物を観察
●ちょっと早めの夕食は、時之栖内の御殿場高原ビールでのバイキング
●御殿場プレミアムアウトレットでの約2時間のお買い物も楽しめます

●大人気！のナイトサファリではライトアップされたサファリゾーンで夜の動物を観察
●ちょっと早めの夕食は、時之栖内の御殿場高原ビールでのバイキング
●御殿場プレミアムアウトレットでの約2時間のお買い物も楽しめます

日帰り
バス旅行
日帰り
バス旅行

その他

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

Aコース　①湘南台相鉄ローゼン前 11:30　②藤沢市役所 12：00  
　　　　 ③茅ヶ崎中央公園横 12：30
Bコース　①鎌倉郵便局前 11:30　②レイ･ウェル鎌倉 12：00

Aコース　①湘南台相鉄ローゼン前 11:30　②藤沢市役所 12：00  
　　　　 ③茅ヶ崎中央公園横 12：30
Bコース　①鎌倉郵便局前 11:30　②レイ･ウェル鎌倉 12：00

参加決定後のキャンセル料は、通常
料金に対し出発日の前日より起算し
て１０日前から発生します。参加が決
まった方へは、後日「小田急トラベル
湘南販売センター」から本旅行条件
に関するすべてのご案内があります。

行　程 行程、時間等は状況により変更になる場合があります。

会 　 員
同居家族･大人
同居家族･小人
3 歳 ～ 5 歳
一 　 般

（大人：一般料金 9,118円）

（中学生以上：一般料金 9,118円）

（小学生～中学生：一般料金 7,543円）

（一般料金 6,493円）

6,400円
6,900円
4,000円
3,500円
9,118円

6,400円
6,900円
4,000円
3,500円
9,118円

Aコース、Bコースは集合・解散場所が違うだけでその後の行程、旅行代金は同一です。
各コース最少催行人数に達しなかった場合は、どちらかのコースに発着場所及び発着
時間が変更になる場合がございます。ご了承ください。

注
意

区分1
区分2
区分3
区分4
区分5

湘南台ローゼン前（11：30）＝＝＝ 藤沢市役所（12：00）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（12：30）
＝＝＝ 御殿場プレミアムアウトレット（買物）＝＝＝ 御殿場高原ビール（早めの夕食バイキン
グ）＝＝＝ 富士サファリパーク（ナイトサファリ見学）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（21：30頃）
＝＝＝ 藤沢市役所（22：00頃）＝＝＝ 湘南台ローゼン前（22：30頃）

鎌倉郵便局前（11：30）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉（12：00）＝＝＝ 御殿場プレミアムアウト
レット（買物）＝＝＝ 御殿場高原ビール（早めの夕食バイキング）＝＝＝ 富士サファリパーク
（ナイトサファリ見学）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（21：30頃）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉（22：00頃）

朝 ×

昼 ×

夜 ○

食事A
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

㈱小田急トラベル　湘南販売センター
平塚市浅間１０－４
ＴＥＬ　０４６３－２２－８８６６
ＦＡＸ　０４６３－２２－８８４５
営業時間10時～18時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　品川　悟
担当者　島田　晃　
観光庁長官登録旅行業第365号

取
扱
旅
行
会
社

日程及び募集人数

Aコース 44人
Bコース 44人

（定員を超えた場合、抽選）

8 25
日曜日

バスツアーバスツアー最少催行バス
1台あたり35人

コース料理（イメージ）コース料理（イメージ）

案内図

※Cコースは茅ヶ崎・藤沢・鎌倉のそれぞれ1箇所の発着となります。以降の行程はA・Bコースと同じです。

お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数事業コード 区分2

会　　員 同居家族
区分 3
一　　般

参加されない区分は□・□と入力参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み締切日
6/23（日）

133505
Aコース 136111

Cコース 136113
Bコース 136112

お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数事業コード

区分2
会　　員 同居家族（大人）

区分 3
同居家族（小人）

区分 4
幼　　児

区分 5
一　　般

参加されない区分は□・□と入力参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み
締切日
6/23（日）

Aコース 136114
Bコース 136115

お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数事業コード 区分2

会　　員 同居家族（大人）
区分 3

同居家族（小人）
区分 4

3歳～ 5歳
区分 5
一　　般

参加されない区分は□・□と入力参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み
締切日
6/23（日）

136200
お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数事業コード 区分2

会　　員 同居家族（大人）
区分 3

同居家族（小人）
区分 4

同居家族幼児
区分 5
一　　般

参加されない区分は□・□と入力参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み
締切日
6/23（日）
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3

ファミリー
マート
ファミリー
マート

鵠沼公民館鵠沼公民館

小田急江ノ島線

小田急江ノ島線
太虚堂書店太虚堂書店

鵠沼海岸駅鵠沼海岸駅

湘南海岸公園湘南海岸公園
134

三笠会館
鵠沼店

▲御殿場高原ビールバイキング（イメージ）

▲富士サファリパーク

最少催行バス1台あたり25人

白樺湖花火大会観覧付
白樺湖ビューホテル宿泊
白樺湖花火大会観覧付
白樺湖ビューホテル宿泊
●白樺湖ビューホテル敷地内から観覧できる湖畔で行われる花火大会
●花火大会当日のホテルのお部屋を確保
●宿泊日当日の夕食は伊東園自慢のバイキング
　さらにアルコール・ソフトドリンク飲み放題付（90分）

●白樺湖ビューホテル敷地内から観覧できる湖畔で行われる花火大会
●花火大会当日のホテルのお部屋を確保
●宿泊日当日の夕食は伊東園自慢のバイキング
　さらにアルコール・ソフトドリンク飲み放題付（90分）

その他

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

①茅ヶ崎中央公園横　 7:30　
②藤沢市役所　　　　8:00 　
③鎌倉郵便局前　      8:30

①食事は、当日昼食、夕食、翌日朝食付（翌日11日昼食は、自由昼食
　となります。）
②参加決定後のキャンセル料は、一般料金に対して出発日の前日よ
　り起算して14日前から発生します。
③参加が決まった方には、後日スタディー（伊東園ホテル旅行セン
　ター）より本旅行条件に関するすべてのご案内があります。

注　意 花火大会は8月10日（土）の開催予定ですが、天候等により予告なく
変更中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 行　程 行程、時間等は状況により変更になる場合があります。

会 　 員
同居家族･大人
同居家族･小人
同居家族幼児
一般料金（大人）

（大人：一般料金 13,983円）

（中学生以上：一般料金 13,983円）

（小学生：一般料金 12,983円）

（3歳～小学生未満：一般料金 11,183円）

9,800円
10,800円
8,800円
6,800円
13,983円

9,800円
10,800円
8,800円
6,800円
13,983円

区分1
区分2
区分3
区分4
区分5

茅ヶ崎中央公園横（7：30）＝＝＝ 藤沢市役所（8：00）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（8：30）＝＝＝ 
ほうとう料理の昼食＝＝＝ 諏訪湖畔（散策・買物）＝＝＝ 白樺湖畔　到着後、花火大会まで
自由行動

白樺湖畔＝＝＝ 果物狩り（各自）＝＝＝ 河口湖畔（自由昼食・散策・買物）＝＝＝ 鎌倉郵便局前
（17：00頃）＝＝＝ 藤沢市役所（17：30頃）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（18：00頃）

昼 ○
夜 ○

1日目

2日目
朝 ○
昼 ×

食事8
／
10
㈯

8
／
11
㈰

㈱スタディー（伊東園ホテル旅行センター）
東京都豊島区南池袋1-10-13　荒井ビル6階
ＴＥＬ　０３－５９５６－５６２５
ＦＡＸ　０３－５９１１－１２７７
営業時間10時～18時（土日祝休）
国内旅行業務取扱管理者　渡辺　順一
担当者　上本・中野　
東京都知事登録旅行業　第2-6139号

取
扱
旅
行
会
社

▲夕食（イメージ）

白樺湖ビューホテル

夏休み♪那須アルパカ牧場と
ビール園ランチバイキング
夏休み♪那須アルパカ牧場と
ビール園ランチバイキング

昼食付

添乗員付き

●モコモコの毛と愛嬌たっぷり可愛いアルパカが400頭以上暮らしている那須アルパカ牧場
●昼食は、那須森のビール園での約40種類のバイキング
●お帰りは那須お菓子の城でのお買い物

●モコモコの毛と愛嬌たっぷり可愛いアルパカが400頭以上暮らしている那須アルパカ牧場
●昼食は、那須森のビール園での約40種類のバイキング
●お帰りは那須お菓子の城でのお買い物

日帰り
バス旅行
日帰り
バス旅行

その他

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

Aコース　①茅ヶ崎中央公園横 6:30　②藤沢市役所 7:00 　
　　　　 ③湘南台相鉄ローゼン前 7:30
Bコース　①鎌倉郵便局前 7:00　②レイ･ウェル鎌倉 7:30
Cコース　①茅ヶ崎中央公園前 6:30　②藤沢市役所 7:00 　③鎌倉郵便局前 7:30

Aコース　①茅ヶ崎中央公園横 6:30　②藤沢市役所 7:00 　
　　　　 ③湘南台相鉄ローゼン前 7:30
Bコース　①鎌倉郵便局前 7:00　②レイ･ウェル鎌倉 7:30
Cコース　①茅ヶ崎中央公園前 6:30　②藤沢市役所 7:00 　③鎌倉郵便局前 7:30

参加決定後のキャンセル料は、通常
料金に対し出発日の前日より起算し
て１０日前から発生します。
参加が決まった方へは、後日「(有)江
ノ新旅行サービス」から本旅行条件
に関するすべてのご案内があります。

行　程 行程、時間等は状況により変更になる場合があります。

会 　 員
同居家族･大人
同居家族･小人
幼 児
一 　 般

（大人：一般料金8,446円）

（中学生以上：一般料金8,446円）

（小学生：一般料金7,216円）

（3歳～未就学児：一般料金6,716円）

5,600円
6,100円
3,900円
2,900円
8,446円

5,600円
6,100円
3,900円
2,900円
8,446円

Aコース、Bコースは集合・解散場所が違うだけでその後の行程、旅行代金は同一です。
A・Bコースは最少催行人数に達しなかった場合は、どちらかのコースに発着場所及び
発着時間が変更になる場合がございます。ご了承ください。

注
意

区分1
区分2
区分3
区分4
区分5

茅ヶ崎中央公園横（6：30）＝＝＝ 藤沢市役所（7：00）＝＝＝ 湘南台ローゼン前（7：30）
＝＝＝ 那須森のビール園（ランチバイキング）＝＝＝ アルパカ牧場（愛くるしいアルパカたち） 
＝＝＝ お菓子の城ハートランド（買物）＝＝＝   湘南台ローゼン前（20：30頃）＝＝＝ 藤沢市役
所（21：00頃）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（21：30頃）

鎌倉郵便局前（7：00）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉（7：30）＝＝＝ 那須森のビール園（ランチバ
イキング）＝＝＝ アルパカ牧場（愛くるしいアルパカたち） ＝＝＝ お菓子の城ハートランド
（買物）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉（20：30頃）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（21：00頃）

朝 ×

昼 ○

夜 ×

食事A
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

㈲江ノ新旅行サービス
横浜市泉区下和泉３丁目24番地3号
ＴＥＬ　０４５－８０１－９９９６
ＦＡＸ　０４５－８０１－９４２１
営業時間10時～18時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　中堀　徹也
担当者　中堀・谷津　
神奈川県知事登録旅行業　第2－826号

取
扱
旅
行
会
社

▲那須の森ビール園バイキング（イメージ）▲アルパカ

日程及び募集人数

Aコース 44人
Bコース 44人

（定員を超えた場合、抽選）

7 28
日曜日

Cコース 44人7 30
火曜日

バスツアーバスツアー

▲開店当時の鵠沼店

三笠会館外観

●老舗三笠会館鵠沼店での湘南フレンチ美味なる食卓
●湘南の新鮮な野菜と近海で揚がった鮮魚介、国内外の厳選素材
●テーブルマナー教室では、「小皿ランチコース」
　（3,900円＋サービス料10％）を召し上がりながらの開催となります

●老舗三笠会館鵠沼店での湘南フレンチ美味なる食卓
●湘南の新鮮な野菜と近海で揚がった鮮魚介、国内外の厳選素材
●テーブルマナー教室では、「小皿ランチコース」
　（3,900円＋サービス料10％）を召し上がりながらの開催となります

その他

開催場所 三笠会館　鵠沼店
藤沢市鵠沼海岸１－１１－２３　国道134号線沿い
小田急線「鵠沼海岸駅」　徒歩約10分（案内図参照）

参加費
（おひとり）

お食事は、小皿ランチコースとなります。
前菜、スープ、魚料理、肉料理、デザート、カフェとなります。
※アルコール類の提供はございません。アルコール類を飲ま　
　れる方は現地でのお支払いとなります。また当日アルコール
　類を飲まれる方のお車を運転でのご参加は御遠慮ください。

会 　 員
同 居 家 族
一 　 般

2,100円
2,800円
4,200円

2,100円
2,800円
4,200円

区分1
区分2
区分3

日時及び募集人数

（定員を超えた場合、抽選）

11:30～13:30
（終了予定）7 27

土曜日 35人

日程及び募集人数

（定員を超えた場合、抽選）

810
土曜日

8 11
日曜日

44人～

大正14年 歌舞伎座前に創業。その後銀座、
西銀座に出店し昭和48年「鵠沼店」をOPEN。
その後軽井沢店などを開店し、現在都内9店、
神奈川県内6店、その他6店でフランス料理・イ
タリア料理・和洋中料理店を運営しております。
直近では、平成21年にルミネウィング大船内に
「アジオナトゥーラ」を開店しました。

三笠会館とは…

①食事前のマナー 
②ナプキンの使い方 
③スープの飲み方　
④ナイフとフォークの使い方 
⑤料理の食べ方 
⑥食後のマナー　　

湘南フレンチ
『三笠会館』での
テーブルマナー教室

湘南フレンチ
『三笠会館』での
テーブルマナー教室

テーブル
マナー内容
（予定)

1泊2日
バスツアー

白樺湖花火大会（イメージ）

最少催行バス
1台あたり35人

夏休み♬家族で行く富士サファリナイトと
御殿場高原ビールでのバイキング
夏休み♬家族で行く富士サファリナイトと
御殿場高原ビールでのバイキング

早めの夕食付
添乗員付き

●大人気！のナイトサファリではライトアップされたサファリゾーンで夜の動物を観察
●ちょっと早めの夕食は、時之栖内の御殿場高原ビールでのバイキング
●御殿場プレミアムアウトレットでの約2時間のお買い物も楽しめます

●大人気！のナイトサファリではライトアップされたサファリゾーンで夜の動物を観察
●ちょっと早めの夕食は、時之栖内の御殿場高原ビールでのバイキング
●御殿場プレミアムアウトレットでの約2時間のお買い物も楽しめます

日帰り
バス旅行
日帰り
バス旅行

その他

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

Aコース　①湘南台相鉄ローゼン前 11:30　②藤沢市役所 12：00  
　　　　 ③茅ヶ崎中央公園横 12：30
Bコース　①鎌倉郵便局前 11:30　②レイ･ウェル鎌倉 12：00

Aコース　①湘南台相鉄ローゼン前 11:30　②藤沢市役所 12：00  
　　　　 ③茅ヶ崎中央公園横 12：30
Bコース　①鎌倉郵便局前 11:30　②レイ･ウェル鎌倉 12：00

参加決定後のキャンセル料は、通常
料金に対し出発日の前日より起算し
て１０日前から発生します。参加が決
まった方へは、後日「小田急トラベル
湘南販売センター」から本旅行条件
に関するすべてのご案内があります。

行　程 行程、時間等は状況により変更になる場合があります。

会 　 員
同居家族･大人
同居家族･小人
3 歳 ～ 5 歳
一 　 般

（大人：一般料金 9,118円）

（中学生以上：一般料金 9,118円）

（小学生～中学生：一般料金 7,543円）

（一般料金 6,493円）

6,400円
6,900円
4,000円
3,500円
9,118円

6,400円
6,900円
4,000円
3,500円
9,118円

Aコース、Bコースは集合・解散場所が違うだけでその後の行程、旅行代金は同一です。
各コース最少催行人数に達しなかった場合は、どちらかのコースに発着場所及び発着
時間が変更になる場合がございます。ご了承ください。

注
意

区分1
区分2
区分3
区分4
区分5

湘南台ローゼン前（11：30）＝＝＝ 藤沢市役所（12：00）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（12：30）
＝＝＝ 御殿場プレミアムアウトレット（買物）＝＝＝ 御殿場高原ビール（早めの夕食バイキン
グ）＝＝＝ 富士サファリパーク（ナイトサファリ見学）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（21：30頃）
＝＝＝ 藤沢市役所（22：00頃）＝＝＝ 湘南台ローゼン前（22：30頃）

鎌倉郵便局前（11：30）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉（12：00）＝＝＝ 御殿場プレミアムアウト
レット（買物）＝＝＝ 御殿場高原ビール（早めの夕食バイキング）＝＝＝ 富士サファリパーク
（ナイトサファリ見学）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（21：30頃）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉（22：00頃）

朝 ×

昼 ×

夜 ○

食事A
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

㈱小田急トラベル　湘南販売センター
平塚市浅間１０－４
ＴＥＬ　０４６３－２２－８８６６
ＦＡＸ　０４６３－２２－８８４５
営業時間10時～18時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　品川　悟
担当者　島田　晃　
観光庁長官登録旅行業第365号

取
扱
旅
行
会
社

日程及び募集人数

Aコース 44人
Bコース 44人

（定員を超えた場合、抽選）

8 25
日曜日

バスツアーバスツアー最少催行バス
1台あたり35人

コース料理（イメージ）コース料理（イメージ）

案内図

※Cコースは茅ヶ崎・藤沢・鎌倉のそれぞれ1箇所の発着となります。以降の行程はA・Bコースと同じです。

お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数事業コード 区分2

会　　員 同居家族
区分 3
一　　般

参加されない区分は□・□と入力参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み締切日
6/23（日）

133505
Aコース 136111

Cコース 136113
Bコース 136112

お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数事業コード

区分2
会　　員 同居家族（大人）

区分 3
同居家族（小人）

区分 4
幼　　児

区分 5
一　　般

参加されない区分は□・□と入力参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み
締切日
6/23（日）

Aコース 136114
Bコース 136115

お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数事業コード 区分2

会　　員 同居家族（大人）
区分 3

同居家族（小人）
区分 4

3歳～ 5歳
区分 5
一　　般

参加されない区分は□・□と入力参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み
締切日
6/23（日）

136200
お申込みは、
P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数事業コード 区分2

会　　員 同居家族（大人）
区分 3

同居家族（小人）
区分 4

同居家族幼児
区分 5
一　　般

参加されない区分は□・□と入力参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み
締切日
6/23（日）
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☆恒例となりました「中山律子プロ」を招いてのボウリング大会☆
☆初心者、シニアの方参加大歓迎！ みんなで楽しく、ボウリング！☆

日　　時 7月16日（火）
18:30スタート（受付18:00～）

場　　所 江の島ボウル　ＴＥＬ ２３－６１１４

参 加 費

対　　象

募集人数 90人 （定員を超えた場合、抽選）

競技方法 個人戦 
（２ゲームトータルピンで順位決定）

表　　彰 優勝　　準優勝　　３位～10位
飛び賞　参加賞等

会員とその同居家族

その他

◆ハンディキャップ（1ゲームにつき）

①参加が決まった方へは、後日振込み用紙と案内書を送付します。
②前回１～３位の方は、１ゲームにつき１０ピンハンディを減らします。
③ゲーム終了後、軽食付の表彰パーティー（中山律子プロも出席）を
　おこないます。

その他 ①参加が決まった方へは、後日参加費振込み用紙と案内書を送付します。
②受付時間に遅れた場合、棄権とみなし、参加費も
　お返しできません。ご注意ください。
③プレイ終了後、表彰パーティーを
　おこないます。
④現地集合、現地解散

会　　員　１，２００円
同居家族　１，７００円（中学生以上）
（貸靴代は各自負担・３００円）

区分1
区分2

ボウリング大会ボウリング大会

お申込みは、P11
「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。 136411

申 込 み チ ー ム 数事業コード 音声では申込人数と流れます

1 チームの場合□・□と入力0 1申し込み締切日6/23（日）

区分1
会　　員

区分 2
同居家族

お申込みは、P11
「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。 136409

申 込 み 人 数事業コード

参加されない区分は□・□と入力0 0申し込み締切日6/23（日）

中山律子プロの
ミニレッスン
もあります

年　齢 男　性 女　性
 39才以下 0ピン 5ピン
 40～49才 5ピン 15ピン
 50～59才 10ピン 20ピン
 60才以上 20ピン 30ピン

☆毎年恒例のソフトボール大会☆
☆本年11月に県下共済会合同ソフトボールチャンピオンシップ大会（予定）優先出場権☆
☆昨年度は県大会において、湘南選出のチームが２位になりました。☆

日　　時 ９月１日（日）
雨天中止（順延はありません）

場　　所 大清水市民グラウンド
大清水少年野球場

参 加 費

対　　象

募集チーム数 10チーム（１チーム15人登録　出場選手10人
 のうち原則として女性１人以上常時出場）
（他の会員企業との混成チームでの参加もＯＫ！）

競技方法 キャプテン会議で決定 （キャプテン会議の日程は、後日周知）

表　　彰 優勝　準優勝　３位　最優秀選手賞
優秀選手賞　打撃賞等

会員とその同居家族（中学生以上） そ の 他 参加が決まったチームの申込み代表者へ後日振込み用紙と
案内書を送付します。

１チーム　8,000円

ソフトボール大会ソフトボール大会

☆県内共済会７市共同の親善ゴルフコンペを地元「小田急藤沢ゴルフクラブ」で開催します！☆
☆初心者からベテランまで気軽にご参加ください☆

日　　時 7月21日（日）
7:36スタート
ＯＵＴ・ＩＮ  （受付６：３０～）

場　　所 小田急藤沢ゴルフクラブ
綾瀬市深谷南７－２－１
ＴＥＬ０４６７－７７－０１１１

参 加 費

募集人数 １０組 （４０人）　（会員とその同居家族）
定員を超えた場合、抽選
◆7市合わせて40組（160人）（予定）

競技方法 １８ホールストロークプレー　ダブルペリア方式

表　彰 優勝　準優勝　３位　ベスグロ　ドラコン　ニアピン など

会員・同居家族 １９，８００円
７０才以上の会員・ １９，０００円同居家族

区分1
区分2 区分1

会員・家族
区分 2

70才以上会員家族

お申込みは、P11
「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。 136410

申 込 み 人 数事業コード

参加されない区分は□・□と入力0 0申し込み締切日6/23（日）

小 田 原・厚 木・川 崎
相模原・平塚・横浜・湘南
勤 労 者 共 済 会

（乗用カート、キャデー付プレー代、昼食代、パーティー代、利用税、消費税含む。
 ただし、売店利用、昼食時ドリンク、練習ボール代等は個人負担です。）

しおかぜ湘南しおかぜ湘南

昨年度　優勝チーム
サザンオールファイターズ

4
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（▲イメージ）

（▲イメージ）

１．オープニング
２．アイスコーヒーに向くコーヒー豆について
３．4つの基本
４．アレンジコーヒー（グループワーク）
　　アイスカフェオレ・アイスカプチーノ等の実技
５．オーダーの仕方やカスタマイズのアドバイスや質疑応答

キャンセルは 7 月 25 日（木）まで
となります。
以降のキャンセルに関しては、全額
負担となりますのでご注意ください。

133506
お申込みは、P11「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

区分1
申 込 み 人 数

区分2
会員及び同居家族 一　　般

参加されない区分は□・□と入力0 0

申し込み締切日
6/23（日）

136412
136413

サマーベッド
海　の　家

お申込みは、P11
「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

申 込 み 人 数事業コード

2 名の場合□・□と入力0 2

申し込み
締切日
6/23（日）

日　　時 8月3日（土）
10:00～11:30終了予定

場　　所 藤沢産業センター　７階
第一会議室

講　　師

注　　意

スターバックスコーヒー
コーヒーマスター

募集人数 30人（最少催行10人）

日　　時 ８月20日（火)
19:00～（受付18:00～）
定員を超えた場合は抽選

集合場所 海の家「西浜亭」（案内図参照）

対　　象 会員とその同居家族

参 加 費
（ひとり）

そ の 他

サマーベット利用　1,200円
海の家利用　　　　 600円

（おでん、焼きそば、飲物付）

参 加 費 区分1
区分2

持 ち 物 筆記用具、ハンドタオル

講
座
内
容（
予
定
）

そ の 他

☆アイスコーヒーを淹れるのは難しいと思われがちですが、ちょっとしたポイントを抑えておけば ご家庭でも美味しい
アイスコーヒーを淹れることができます。アイスコーヒーの美味しい淹れ方をマスターして暑い夏を乗り切りましょう !! ☆

☆例年好評の海の家で堪能する花火大会納涼祭企画 !!☆
☆打上総数は　約1,200発予定☆

『おいしいコーヒーの淹れ方講座』

「江の島花火大会 納涼祭」

～アイスコーヒー編～

スターバックスコーヒーのコーヒーマスターが教える

受講終了後、ご自宅などでお楽
しみいただけるようにグラスドリッ
プコーヒーメーカー（アイスコー
ヒー用）、コーヒー豆をお持ち帰
りいただけます。

①参加が決まった方へは、後日振込用紙と案内書を
送付します。
②江の島花火大会が、順延の場合本事業も同様となり
ます。
③江の島花火大会は、打上総数約1,200発〈19:00～
19:20（予定）〉で実施されます。ご注意ください。

④現地集合、現地解散。

　　　　会員及び家族　2,800円
　　　　一　　　　般　4,500円

募集
人数

サマーベット　250人
海の家　　　　50人

３００人

事業コード

5
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作って学ぼう「笛と音」

レイ・ウェル鎌倉
フリーマーケット

出店者
募集

リボンレイの
 バッグチャーム教室

日　　時

場　　所

そ の 他

内　　容

７月２０日（土）　１０時・１４時上映
各回先着４１２人
レイ・ウェル鎌倉　４階　ホール

日　　時

場　　所

７月２７日（土）
１０：００～１１：３０ 参加費

（税込）

参加費
（税込）

出店費
（税込）

出　　店
申込期限

レイ・ウェル鎌倉　造形室

講　　師 蔵前理科教室
ふしぎ不思議（くらりか）講師

募集人数

申込期限

２０人（最少催行５人）

６月２３日（日）

対　　象 小学生

日　　時

場　　所

８月４日（日）　１０：００～１２：００

レイ・ウェル鎌倉　第１会議室

講　　師 伊東　由紀さん

募集人数

申込期限

２０人（最少催行７人）

６月２３日（日）

日　　時

場　　所

７月２０日（土）
９：３０～１５：００

レイ・ウェル鎌倉　集会室

出店募集数 ２０組（最少催行１０組）
（未成年者の出店はご遠慮ください）

６月２３日（日）

※申込不要です。当日直接ご来場ください。
※映画会はどなたでも無料でご覧になれます。
※お車でのご来場はご遠慮ください。

牛乳パックなど、身近な材料を使って笛を作り、
音と振動の仕組みを学びます。作って遊んで、楽しく学ぼう♪

レイ・ウェル鎌倉映画会

白雪姫と鏡の女王
入場
無料!!

白雪姫は幼い頃国王が亡くなり、継母の女王に閉じ込
められていた。女王はリッチでハンサムな王子と結婚を
企むが、王子は白雪姫と恋におちる。女王は姫の殺害
を命じ、森に逃げ込んだ白雪姫は 7 人の小人ギャング
団に仲間入りして戦術を教えられる。果たして、白雪
姫は、お姫様から“ヒーロー”へと成長し、王国を取戻し、
王子の愛を勝ち取ることが出来るのか―？

レイ・ウェル鎌倉映画会と同時開催！
出店・お買いもの、大歓迎です。お気軽にお出かけ下さい。
※出店を希望される方は、あらかじめお申込ください。

2012年　アメリカ　106分
監督：ターセム・シン
出演：ジュリア・ロバーツ
　　　リリー・コリンズ
　　　アーミー・ハマー　他

対象：小学生

※作品例。レイ部分の長さ約２２cm。バッグはつきません

拡大

こんな
つけ方も♪

造花のピカケ（ハワイの花）とリボンを使って、リボンレイの
バッグチャームを作ります。並縫いだけでできるので、気軽
にご参加いただけます。今年の夏は、手作りのバッグチャー
ムをつけてお出かけしませんか？（作品例はレイ・ウェル鎌倉
に展示しております）

区分 1
会員の家族

区分 2
一　　般

お申込みは、P11
「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。 133507

申 込 み 人 数事業コード

参加されない区分は□・□と入力0 0申し込み締切日6/23（日）

区分1
会員・家族

区分 2
一　　般

お申込みは、P11
「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。 133509

申 込 み 人 数事業コード

参加されない区分は□・□と入力0 0申し込み締切日6/23（日）

区分1
会員・家族

区分 2
一　　般

お申込みは、P11
「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。 133508

申 込 み 人 数事業コード

参加されない区分は□・□と入力0 0申し込み締切日6/23（日）

会員の家族　無料

一般　500円
※参加費には、材料費と
　保険料を含みます。

区分1

区分2

会員と家族　１，0００円
一　　　般　１，8００円

区分1
区分2

会員と家族　　 　 無料
一　　　般　１，0００円

区分1
区分2

6
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　　　　科　　目 予　算　額  
事業収入（納付金・負担金） 72,120
地方公共団体負担金 114,173（藤沢市  鎌倉市  茅ヶ崎市）
手数料収入 2,400
雑収入 345
受託収入（鎌倉市） 2,106
　　　　合　　計 191,144

　　　　科　　目 予　算　額  
厚生事業費支出 43,740
慶弔･永年勤続  給付事業費支出 26,425
退職慰労金支出 24,147
一般管理費支出 96,832
　　　　合　　計 191,144

加藤畳店 藤沢 1人
公益社団法人  藤沢法人会 藤沢 6人
東京貴祥 藤沢 2人
㈲ガレージ湘南 藤沢 1人
治療室  しえすた湘南 藤沢 1人
吉田昌広税理士事務所 藤沢 2人
松本クリーニング店 鎌倉 2人
十二所クリーニング 鎌倉 1人
㈱マリンユニシス 鎌倉 2人
㈱マザー湘南 茅ヶ崎 17人
スナックしあわせ 茅ヶ崎 2人
㈱ヒューマンキャピタルマネージメント 茅ヶ崎 2人
㈲TOSKY 茅ヶ崎 3人
千扇 茅ヶ崎 2人
㈲おかむら 茅ヶ崎 4人
クラウン産業㈱ 茅ヶ崎 118人
日本プレス工業㈱ 茅ヶ崎 80人
スガヤスタジオ 藤沢 1人
健康ふじさわ 藤沢 7人
森　隆雄 鎌倉 1人
Lily 茅ヶ崎 1人
㈱共和エンタープライズ 茅ヶ崎 4人
㈱いちい 茅ヶ崎 4人

平成24年度　厚生事業実施報告

ア  慶弔給付金支給状況 イ  平成25年度 サービスセンター収支予算
◆収　入

◆支　出

ウ  新規加入企業（4・5月  付）

　昨年度の事業は、下記事業の他、保養施設利用等の余暇活動事業参加者を含めますと参加人数30,000人を超える会員及び家族の皆
様に利用していただき終了いたしました。25年度も多くの皆様のご利用をお待ちしております！！

4/1～6/10 レオナルド・ダ・ヴィンチ展 60 56
4/1～5/20 いちご園利用補助（前期） 制限なし 287
4/7 第20回記念  大相撲藤沢場所 50 15
4/7・8 ディズニーライブ！ 40 23
4/8・21 四月歌舞伎 20 20
4/10 暮らしに役立つ性格診断講座 20 16
4/19 ザ・ニュースペーパーライブ2012 20 13
4/21 Endless SHOCK 10 10
4/22 春のミステリーバスツアー 45 80
4/29・5/3 プリンスアイスワールド2012 40 40
5/1～6/10 フルーツトマト割引補助 制限なし 1,166
5/3 AI  INDEPENDENT  Tour  2012 10 32
5/13・20 鎌倉七里ヶ浜ゴルフレッスン 60 18
5/20・22 富津海岸潮干狩りと上野公園バスツアー 135 33
5/22 劇団四季 「赤毛のアン」 20 12
5/25 石川さゆり40周年記念コンサート 30 29
5/26 春のガーデニング教室 25 22
5/27 ミッフィーの音楽会 80 77
6/1～12/16 横浜ベイシェラトン共通ランチ食事券 800 816
6/3 白キス釣り大会 60 58
6/10・12 両神村の花菖蒲と山梨サクランボ狩りツアー 135 104
6/15～9/30 横浜インターコンチネンタルホテル ビアガーデンチケット 300 209
6/17・19 神奈川宿歴史の道散策 80 23
6/23 川を越えて、 森を抜けて 20 31
6/24 ベルリン交響楽団 10 8
6/24・26 箱根あじさい電車としいたけ狩り体験 135 35
7/1 地引網お楽しみ会 140 126
7/1～12/31 109シネマズ共通チケット前期 1,500 1,855
7/1～ 市営プール回数券 150 111
7/7～10 ジャガイモ掘りとトウモロコシ狩り体験 600 633
7/7 湘南台トワイライトコンサート2012  VOL1 20 0
7/7・10/27 湘南台トワイライトコンサート2012  通し券 20 412/15・2/16
7/7～9/15 大磯ロングビーチ入場券 制限なし 258
7/7～9/15 辻堂海浜公園ジャンボプール利用券 制限なし 1,594
7/8 明治大学校友会マンドリン倶楽部定期演奏会 40 15
7/10 夏のミステリーバスツアー 45 40
7/15・16 blast ブラスト 40 16
7/17 ゆうゆう鎌倉合同ボウリング大会 60 36
7/18～8/26 ブルーベリーの里  宮原観光農園利用補助 制限なし 170
7/20～8/27 ヨコハマ恐竜展 120 173
7/20 森山良子コンサート 20 12
7/22 県下9市合同ゴルフコンペ 40 35
7/22 ニッコウキスゲ咲く霧ケ峰高原のバスツアー 45 82
7/29・8/4 ボリショイサーカス横浜公演 60 91
8/1～1/31 新江ノ島水族館  前売入館券 500 363
8/3・4 白川郷合掌造り集落での宿泊体験と飛騨高山散策2日間 45 37
8/4 プロ野球  横浜×巨人戦（１） 60 62
8/4～9/30 ツタンカーメン展（平日券） 30 34
8/4～9/30 ツタンカーメン展（休日券） 30 36
8/5 プロ野球  横浜×巨人戦（２） 60 49
8/8 貸切ビール列車で行く熱海花火大会 35 14
8/10～9/23 大下園  梨・ぶどう券利用補助 制限なし 742
8/10～10/31 高橋果樹園  梨・りんご券利用補助 制限なし 506
8/11 ミュージカル 「ラ・マンチャの男」 20 14
8/15 プロ野球  横浜×阪神戦 60 28
8/18 人形劇 「ひょっこりひょうたん島」 20 5
8/18・19 ディズニーオンアイス！ 40 51
8/18・19 ミュージカル 「ミスサイゴン」 30 22
8/21 江の島花火大会  納涼祭 300 141
8/26 しまじろう  おとぎのくにのだいぼうけん 50 41
8/27～10/31 隠れ里 「車屋」 食事券（前期） 300 509
9/1～ ハーゲンダッツミニカップギフト券 300 739
9/1～8/31 箱根小涌園  ユネッサンバスポート券 制限なし 149
9/1～ ジェフグルメカード 300 354
9/9 ゆうゆう鎌倉合同ソフトボール大会 10チーム 105
9/19 宝塚歌劇 「星組」 横浜公演 10 10
9/21 立川談春  独演会 10 10
9/22 おいしいコーヒーの淹れ方講座 30 20
9/23 秋の味覚  沼田りんご狩りと吹割りの滝見学バスツアー 45 39
9/30 恋活  in  江の島 10 8
9/30 落語鑑賞会（秋） 40 40
10/1～ マックカード500円券 2,000 3,454
10/1～ こども商品券 100 184

10/1～10/31 湯快爽快茅ヶ崎店  入浴券 1,000 1,995
10/1～3/31 パンパシフィック  カフェトスカランチ券 1,500 682
10/1～3/31 パンパシフィック  クイーンアリスディナー券 700 99
10/1～12/25 矢子みかん園割引補助 制限なし 1,644
10/7 イナダ五目釣り大会 70 73
10/8 綾戸智恵  コンサート 20 23
10/14 おもいでぽろぽろ 20 7
10/14 人気の高尾山散策と名店「うかい鳥山」での昼食バスツアー 80 78
10/18 水森かおり  コンサート 20 25
10/20 加山雄三  コンサート 20 5
10/21・27 8月31日 ～夏休み最後の日～ 20 27
10/21 劇団四季ミュージカル 「キャッツ」 50 50
10/27～10/30 さつまいも掘り＆落花生体験 400 425
11/10 県内合同ソフトボール大会 2チーム 29
11/11 第7回フットサル大会 10チーム 81
11/17 ゴダイゴ  コンサート2012 30 6
11/18 河口湖紅葉回廊ライトアップと富士登山電車バスツアー 44 42
11/22 ディズニー・オン・クラシック 10 22
11/25・27 紅葉の小田原城を訪ねる 80 47
11/25 明治座140周年記念十一月歌舞伎 30 28
11/27・28 さだまさしコンサート 20 20
12/1 寄せ植えで魅せるクリスマスガーデニング 40 40
12/1～12/25 クリスマスケーキクーポン券 制限なし 221
12/2 甘鯛釣りお楽しみ会 80 60
12/3 徹子の部屋  コンサート 15 15
12/5 情熱のフラメンコ 30 14
12/9 東京ディズニーランドパークファンパーティー 300 304
12/15 トワイライトコンサートvol3 30 5
12/16 年末お買い物バスツアー 88 79
12/18 夢の第九コンサート2012 20 12
12/22 クリスマスゴスペル2012 20 32
12/22・23 オペラ座の怪人 60 67
12/22～2/24 白隠展 90 15
12/26 王様の耳はロバの耳 50 78
1/1～6/30 109シネマズ共通チケット後期 3,000 2,771
1/6 新春ファミリーコンサート 30 46
1/10～3/31 いちご園利用補助（後期） 制限なし 261
1/13 ゾリステン20周年記念コンサート 20 10
1/15～3/15 隠れ里「車屋」食事券（後期） 300 401
1/19 JOHNNY'S World 10 10
1/19～3/31 サンリオピューロランドパスポート 300 59
1/19～4/7 エル・グレコ展 50 48
1/26 一青窈 Tour 2013 30 62
1/27 フットサルチャンピオンシップ大会 2チーム 19
2/1～12/31 湯乃市  入館券 200 330
2/2 陶芸教室 20 18
2/3 バレンタイン婚活パーティ in 横浜 20 17
2/8 Every Little Thing コンサート2013 30 36
2/9・10 セブン・フィンガーズ 「LOFT」  40 15
2/10 レイ・ウェル鎌倉  春のガーデニング教室 30 15
2/16～2/24 世界らん展  日本大賞2013 30 43
2/22 落語鑑賞会（春） 120 73
2/24 県内親善ボウリング大会 20 12
2/24 南伊豆河津桜祭りと漁師料理を味わうバスツアー 90 68
2/28 稲垣潤一ライブ2013 30 23
3/1～ 東名厚木健康センター特別前売券 1,000 396
3/1～ ポーラ美術館前売入館券 50 44
3/1～8/25 鎌倉  鉢の木ランチ券 300 218
3/2～6/2 ラファエロ展 60 150
3/2 東京新名所巡り  東京スカイツリーバスツアー 90 80
3/7 南こうせつコンサートツアー 30 33
3/10～3/15 特撰  ホノルル6日間の旅 40 25
3/10 房総いちご狩りと野菜の詰め放題バスツアー 90 81
3/12 春の料理教室 24 17
3/16 財産形成セミナー 20 9
3/16・17 劇団四季 「サウンドオブミュージック」 40 31
3/17・20 人形劇 「ロミオとジュリエット」 40 5
3/19 ストレス軽減・健康セミナー 30 11
3/23・24 3月歌舞伎公演 40 12
3/23 RHYMESTER 20 2
3/24 カラーセラピー講座 20 8
3/31 仮面ライダースーパーライブ2013 100 99

 　　　　　　　　合計  28,158

実施日 事業名 募集人数 参加人数 実施日 事業名 募集人数 参加人数

（単位：千円）
（順不同）

（単位：千円）

事務局からのお知らせ①

（平成25年4月・5月分）

結 婚 祝 金

出 産 祝 金

入 学 祝 金

結 婚 記 念 祝 金

古 希 祝 金

傷 病 見 舞 金

死 亡 弔 慰 金

永年勤続報奨金

20件

15件

207件

40件

26件

11件

43件

109件

7



コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

2013 ブルーベリーの里『宮原観光農園』 入園割引券

注意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引は無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

割引補助券
 ふじさわ産ブルーベリーの摘み取り園で美味しいブルー
ベリーをご賞味してみませんか？

宮原耕地内目久尻川大昭橋周辺（地図参照） 

午前9:00～午後12:00まで
一般料金200円 ⇒ 補助券利用100円

一般料金100g＝200円 ⇒ 補助券利用200円
の購入ごとに100円引き、最大200円引き

開園日、開園時間以外は、摘み取りが出来ませんので
ご注意ください。補助券がない場合には、一般料金と
なりますのでご注意ください。
ブルーベリーの出来具合等により収穫できない場合
は、開園期間が短くなることもございますので下記へ
お問合せください。
西山　TEL 090－2738－5225

ブルーベリーの里
『宮原観光農園』

場　　所
開 園 日

開園時間
入 園 料
お持ち帰り料金

注意事項

お問合せ

2013 ブルーベリーの里『宮原観光農園』 入園割引券

注意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引は無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

200円 ⇒100円

200円 ⇒100円

2013 ブルーベリーの里『宮原観光農園』 購入補助券

注意 ①券は200円ごとに１枚使用可
 ②無記名の場合割引は無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
 ④端数が生じた場合は、一般料金をお支払い下さい。

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

100円引き

2013 ブルーベリーの里『宮原観光農園』 購入補助券

注意 ①券は200円ごとに１枚使用可
 ②無記名の場合割引は無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
 ④端数が生じた場合は、一般料金をお支払い下さい。

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

100円引き

2013 津久井浜観光農園 『メロン狩り』割引補助券

注　　意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
問合せ先 046-849-5001

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団
1,800円

『メロン狩り』割引補助券
完熟メロンを召し上がれ！！
温室メロン１個収穫（持ち帰り）＋ メロン試食（1/4カット）

津久井浜観光農園（案内図参照）
　　住　所：横須賀市津久井浜5丁目15-20
　　連絡先：046-849-5001
6月29日（土）～7月15日（祝・月）の毎日
午前9:00～午後３:00まで
しおかぜ湘南料金　1,800円（割引補助券持参時のみ）
　　　　　　　　　　（通常2,500円）
温室メロン1個収穫（持ち帰り）＋メロン試食（1/4カット）付

①割引補助券を持参しないとしおかぜ湘南料金
（1,800円）での入園が出来ませんのでご注意ください。
②メロンの生育状況により、開園期間が変更になる場合
がございます。また土・日・祝日は混雑が予想されます。
お出かけ前に上記連絡先にお問合せください。
③駐車場完備（無料）
④送迎なし

津 久 井 浜 観 光 農 園

場　　所

利用期間
開園時間
料　　金

注意事項

衣笠
I.C

通研入口
交差点

野比交差点

駅入口交差点

衣笠駅

佐原
I.C

北久里浜駅

横浜横須賀道路

JR横須賀線

京浜
急行
線

三浦縦貫
道路

久里浜駅 京急
久里浜駅

YRP
野比
駅

京急
長沢
駅

津久
井浜
駅

津久井浜
観光農園

134

134

27
26

しおかぜ湘南料金

注　　意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
問合せ先 046-849-5001

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団
1,800円
しおかぜ湘南料金

注　　意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
問合せ先 046-849-5001

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団
1,800円
しおかぜ湘南料金

注　　意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
問合せ先 046-849-5001

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団
1,800円
しおかぜ湘南料金

2013 津久井浜観光農園 『メロン狩り』割引補助券

2013 津久井浜観光農園 『メロン狩り』割引補助券

2013 津久井浜観光農園 『メロン狩り』割引補助券
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日
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2013年 6月・7月号 サービスセンターニュース 第5号

オ  新規宿泊施設（補助券をご利用することが出来ます。）
◆下田聚楽ホテル
　住所　静岡県下田市柿崎21の5番地　　電話　0558-22-2230
　　　　　　　和風館　お手軽宴会場食プラン
　　　　　　　1泊2食　（平日）　2名　8,400円～

キ  地区推進委員の変更について

ク  その他
休暇村協会　「休暇村奥武蔵」の開業について（補助券利用可能施設）
　住所　埼玉県飯能市吾野72　　電話　042-978-2888
　料金　大人　8,500円～（本館1室4名利用時）　　開業日　平成25年7月1日～

ケ  訂正
2013ガイドブック　P３ 結婚記念祝金 事由の欄
　　（誤） 満20  →  （正） 満25
・誤表記の不手際をお詫び申し上げます。

 善行地区 新任 サロンゆう 小林　義和 退任 ㈲ファミリーカメラ 佐藤　順一
 六会地区 新任 水村工務店 神埼二三年 退任 相模三和販売㈱ 西山　誠一

カ  新規割引契約施設
◆鎌倉パブリックゴルフ場　　　住所　鎌倉市今泉5-1003　　電話　0467-44-8185
 会員料金 平日 4・5・10・11・12・3月 13,900円 6・7・9・1月 12,900円 8・2月 12,000円
  土曜 4・5・10・11・12月 18,400円 7・9・1・3月 16,900円 6月 17,400円 8月 14,900円 2月 15,900円
  日祝 4・5・10・11・12月 17,400円 7・9・1・3月 15,900円 6月 16,400円 8月 13,900円 2月 14,900円
※料金は1ラウンド乗用カートセルフプレーお1人様の料金です。（昼食別）　　※ゴールデンウィーク、年末年始は別途料金となります。

①京浜検診クリニック
　住所　横浜市金沢区柳町3-9　　電話　045-782-3222
 検査料金 総合ドックコース 会員料金 44,100円
   （一般料金 46,200円）
  一泊ドックコース 会員料金 63,000円
   （一般料金 68,250円）

②横浜東口クリニック
　住所　横浜市西区高島2-19-12　スカイビル17階
　電話　045-453-3366
 検査料金 総合ドックコース 会員料金　42,000円 （一般料金 44,100円）
  一泊ドックコース 会員料金　61,950円  （一般料金 67,200円）

事務局からのお知らせ②
エ  新規検診施設（人間ドック）のご案内（補助券をご利用することが出来ます。）

※①、②の施設とも会員料金には、補助額は含まれておりません。

※その他プランで宿泊の場合、会員割引としてお１人様1泊につき1,000円割引
　但し予約方法は、電話予約時の適用となります。他の予約方法は不可。
※料金プラン等については、直接ホテルへ問合せをお願いします。

　（敬称略）

しおかぜ湘南モバイル会員
の皆様へ「湘南ちがさき屋」
よりプレゼント！
湘南みやげの詰め合わせを
抽選で20名様へプレゼント！
6月30日（日）12：00
頃にモバイル会員の皆
様にプレゼントメール
を一斉配信！
メールに添付されてい
るURLより申し込みを
すれば抽選で20名様
に当たります！

鎌倉パブリックゴルフ

下田聚楽ホテル

①携帯電話のバーコードリーダーにて右記QRコードを読み取り空メールを送信して頂くか直接sio@posh.jpと入力して同様に空メールを送信して下さい。
②送信メールが届きますので指示に従って会員情報を入力し登録。
③登録完了メールが届きます。登録完了！！
＊注意　迷惑メール対策としてメールブロックの設定をされている方は各携帯メーカーの設定画面でsiosai@posh.jpが受信できるように設定して下さい。

モバイル
連動企画！！

モバイル会員にご登録をされていない方は、下記にしたがって今すぐ簡単登録！

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

コピー不可

2013 ブルーベリーの里『宮原観光農園』 入園割引券

注意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引は無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

割引補助券
 ふじさわ産ブルーベリーの摘み取り園で美味しいブルー
ベリーをご賞味してみませんか？

宮原耕地内目久尻川大昭橋周辺（地図参照） 

午前9:00～午後12:00まで
一般料金200円 ⇒ 補助券利用100円

一般料金100g＝200円 ⇒ 補助券利用200円
の購入ごとに100円引き、最大200円引き

開園日、開園時間以外は、摘み取りが出来ませんので
ご注意ください。補助券がない場合には、一般料金と
なりますのでご注意ください。
ブルーベリーの出来具合等により収穫できない場合
は、開園期間が短くなることもございますので下記へ
お問合せください。
西山　TEL 090－2738－5225

ブルーベリーの里
『宮原観光農園』

場　　所
開 園 日

開園時間
入 園 料
お持ち帰り料金

注意事項

お問合せ

2013 ブルーベリーの里『宮原観光農園』 入園割引券

注意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引は無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

200円 ⇒100円

200円 ⇒100円

2013 ブルーベリーの里『宮原観光農園』 購入補助券

注意 ①券は200円ごとに１枚使用可
 ②無記名の場合割引は無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
 ④端数が生じた場合は、一般料金をお支払い下さい。

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

100円引き

2013 ブルーベリーの里『宮原観光農園』 購入補助券

注意 ①券は200円ごとに１枚使用可
 ②無記名の場合割引は無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
 ④端数が生じた場合は、一般料金をお支払い下さい。

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

100円引き

2013 津久井浜観光農園 『メロン狩り』割引補助券

注　　意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
問合せ先 046-849-5001

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団
1,800円

『メロン狩り』割引補助券
完熟メロンを召し上がれ！！
温室メロン１個収穫（持ち帰り）＋ メロン試食（1/4カット）

津久井浜観光農園（案内図参照）
　　住　所：横須賀市津久井浜5丁目15-20
　　連絡先：046-849-5001
6月29日（土）～7月15日（祝・月）の毎日
午前9:00～午後３:00まで
しおかぜ湘南料金　1,800円（割引補助券持参時のみ）
　　　　　　　　　　（通常2,500円）
温室メロン1個収穫（持ち帰り）＋メロン試食（1/4カット）付

①割引補助券を持参しないとしおかぜ湘南料金
（1,800円）での入園が出来ませんのでご注意ください。
②メロンの生育状況により、開園期間が変更になる場合
がございます。また土・日・祝日は混雑が予想されます。
お出かけ前に上記連絡先にお問合せください。
③駐車場完備（無料）
④送迎なし

津 久 井 浜 観 光 農 園

場　　所

利用期間
開園時間
料　　金

注意事項

衣笠
I.C

通研入口
交差点

野比交差点

駅入口交差点

衣笠駅

佐原
I.C

北久里浜駅

横浜横須賀道路

JR横須賀線

京浜
急行
線

三浦縦貫
道路

久里浜駅 京急
久里浜駅

YRP
野比
駅

京急
長沢
駅

津久
井浜
駅

津久井浜
観光農園

134

134

27
26

しおかぜ湘南料金

注　　意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
問合せ先 046-849-5001

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団
1,800円
しおかぜ湘南料金

注　　意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
問合せ先 046-849-5001

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団
1,800円
しおかぜ湘南料金

注　　意 ①券は１人１枚１回限り
 ②無記名の場合割引無効
 ③会員・家族以外の方は利用できません。
問合せ先 046-849-5001

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団
1,800円
しおかぜ湘南料金

2013 津久井浜観光農園 『メロン狩り』割引補助券

2013 津久井浜観光農園 『メロン狩り』割引補助券

2013 津久井浜観光農園 『メロン狩り』割引補助券

7月

8月

日
21

水
24

金
26

日
28

水
31

金
２

日
４

水
７

金
９

日
11

水
14

金
16

日
18

水
21

金
23

日
25

水
28

金
30
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2013年 6月・7月号 サービスセンターニュース 第5号

フレンドリーショップ 追加のお知らせフレンドリーショップ 追加のお知らせ
（割引利用施設）（割引利用施設）

しおかぜ湘南

フレンドリーショップとは、サービスセンターが利用
する際に、会員証を提示するだけで割引利用できる
会員様のお店です。このフレンドリーショップ
にご参加のお店を募集しておりますので、ご協力頂
ける場合は事務局までお問い合わせください。

☎0466-50-3533問い合わせ

① ㈱東日本住宅設備
　住所　鎌倉市大船1175 小坂ビル1階
　電話　0464-47-4740
リフォーム、エコキュート、IH・クッキングセキュリティの設置など、
オール電化を通してお客様の快適な暮らしをお手伝いします！

◆割引内容
・太陽光発電 メーカー価格から40％～50％OFF
・オール電化 メーカー価格から40％～50％OFF
・住宅リフォーム工事 商品のみ20％～50％OFF
・ビル用マルチエアコン メーカー価格から30％～50％OFF

②鎌倉こまち市場 風凛
　住所　鎌倉市小町1-1-1 エキスト鎌倉２F
　電話　0467-24-7971
駅の真上のおしゃれな和風レストラン！

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（ランチ除く、クレジット不可）

③季節料理 あら珠
　住所　鎌倉市雪ノ下1-8-23
　電話　0467-39-6221
八幡宮前に新規OPEN！

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（クレジット不可）

⑤アマルフィイ デラセーラ
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-5-10
　電話　0467-32-2001
江ノ電の線路をまたいでたどり着いた不思議な空間。
その先は言葉にならないほどの景色が広がります。

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（ランチ除く、クレジット不可）

⑦アマルフィイ カフェ
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-3-14
　電話　0467-53-8801
カフェとしてリニューアルした七里ガ浜１３４号線に面した
贅沢なロケーション！

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（クレジット不可）

⑨リストランテ アマルフィイ 鎌倉山
　住所　鎌倉市西鎌倉1-1-17
　電話　0467-38-1811
山のアマルフィイ誕生！

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（ランチ除く、クレジット不可）

④リストランテ アマルフィイ
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-4-8
　電話　0467-39-1151
湘南七里ガ浜に南イタリアの風

◆割引内容
　お食事代金５％OFF（ランチ除く、クレジット不可）

⑥会席 京七里
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-3-18
　電話　0467-31-0021
七里ガ浜を望む本格和食

◆割引内容
　お食事代金５％OFF（クレジット不可）

⑧アマルフィイ ドルチェ
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-2-4
　電話　0467-38-1911
鎌倉、湘南、七里ガ浜のスイーツの定番を目指します。

◆割引内容
　ご購入代金５％OFF（クレジット不可）

フレンドリー
ショップ
募集中！！

下記9店舗が新たに
フレンドリーショップとして割引協力して
いただけることになりました。
会員証の提示だけで割引が受けられますので
ご活用ください。
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2013年 6月・7月号 サービスセンターニュース 第5号

 Q  「しおかぜ事務局から、今回は会員の中で
も所謂アラファーアラサ̶の女性向けに、不快
感の生じやすい梅雨時にお薦めの手軽なエク
ササイズをとリクエストがありました。近藤先
生、家庭にある器具で何かお手軽なエクササイ
ズを紹介して下さい。」

 A  接客の多い職種、PC操作で過労気味の女
性の皆様に『アップライトロー』をご紹介します。
頸こり 肩こりの方には正に体がよろこぶエク

ササイズです。
２つのダンベルをくっつけて（くっつける事が大
事です）吸いながら引き上げて（写真は引き上
げ状態）吐きながら腰まで下げます。
丁寧にゆっくりな動作で８回×３セット行いま
す。
肩 頸 上腕 前腕 の血行が良くなり、顔色を良
くするエクササイズとしても知られています。
きっと笑顔でお客様をお迎えできることでしょ
う（*^_^*）

とても気持ちの良いエクササイズですね！！３分
でも効果を体感できますね。

６月～７月中　金・土・日　13:30～15:00
　　　　　　　月・火・木　18:00～19:30
場所　フレックス湘南新スタジオ
アロマサウナ＆パーソナル指導
参加費　1,000円
希望日を必ずお電話で
電話 0120-22-4426 or 0466-22-4419　近藤まで

体がよろこぶ体験クリニック

抽選申込み締切日 6 月 23 日（日）

0466－52－0511

「事業予約サービス」 操作方法「事業予約サービス」 操作方法
抽選申込み締切日 6 月 23 日（日）
◆お手元にサービスセンターニュースが届いた日から抽選申込みができます。

ご利用時間は午前６時から午後11時の間です。まず初めに会員証をご用意ください。

◆当選した方へは、 下記のとおり各事業の内容により振込用紙等を事業所または、 自宅へ送付します。
◆振込期日までに振込みができなかった方は、 必ず事務局までご連絡ください。
◆会員同伴でない一般の方のお申し込みは、直接事務局（0466-50-3533）までご連絡ください。  

携帯・PHSからもご利用になれます。
　（音声案内に従って……） 

操作中 ＃ ボタンで
音声案内をスキップできます。！

①ご自分の会員番号５桁をダイヤル。 　　＊会員番号 00123 の場合　0・0・1・2・3 とダイヤル

③「事業コード」 
　６桁をダイヤル。

③抽選申込み
　すべてを取り
　消す場合は 3

④本当に取り
　消す場合は 3

抽選申込み
内容の案内

③１件ずつ
　取り消す
　場合は 5

④取り消す
　場合は 3

④希望人数〔枚数〕
（２桁）をダイヤル。 

⑤送付先（自宅／勤務先）
　を選択。 

終　了

旅行事業の場合 イベント等事業の場合 チケット等の場合

終　了

終　了 終　了

音声にて 音声にて

②ご自分の誕生日の月日を４桁でダイヤル。＊1 月 2 日生まれの場合  0・1・0・2 とダイヤル

抽選申込み
サービス番号は

71 70 72 75

抽選申込みの取消
サービス番号は

抽選申込みの内容確認
サービス番号は

当選案内
サービス番号は

こちらにお電話ください。入力は、

ピッ ! という

発信音の

あとに！

当選案内期間 6月27日（木）～7月2日（火）17:00まで

0466－52－0511

事業コードは、サービスセンター
ニュースの各事業欄に記載してあ
ります。

（事業に参加しない又はチケットを
購入しない区分も００と入力） 
各事業により音声案内が違います。 

正しく入力できると 「受付完了
メッセージ」 が流れます。 

事業申込み内容を順次再生
します。

当選している事業を順次
再生します。

正しく入力できると『す
べての抽選申込みを取り
消しました。』 とメッセー
ジがながれます。

正しく入力すると 
『抽選申込みを取り消
しました。』 と メ ッ
セージがながれます。 

 （入力が出来ない時は・・・！） 
ダイヤル回線電話及びＩＰ電話をご利用する場
合、 入力が出来ないことがあります。 その場
合、 携帯電話をご利用いただくか又は、 事務局
までご連絡ください。

◆取扱い旅行会社から案
内文書と振込用紙が送付
されます。

◆サービスセンター事務
局から振込用紙と案内文
書を送付します。

◆サービスセンター事務局から振込用紙を送付しま
す。 振込み確認後、 各公演日の２週間前後にチケット
を送付します。 なお、 キャンセルはできません。 

ご注意！　抽選申込み期間中に限り、 誤って申し込
んだ予約を事業予約サービス 70番  で取消ができま
す。（取消は、 十分に注意して操作してください。）
ただし、 参加人数などの変更については、 事務局 
（0466－50－3533） までご連絡ください。 くりかえし

体がよろこぶエクササイズ（1）フィットネスクラブ
フレックス 湘南 指導　フレックス湘南　近藤英博

（指圧師国家資格取得 34年）藤沢市水泳協会会長
TEL 0 1 2 0 - 2 2 - 4 4 2 6 ／ 0 4 6 6 - 2 2 - 4 4 1 9

フレンドリーショップ 追加のお知らせフレンドリーショップ 追加のお知らせ
（割引利用施設）（割引利用施設）

しおかぜ湘南

フレンドリーショップとは、サービスセンターが利用
する際に、会員証を提示するだけで割引利用できる
会員様のお店です。このフレンドリーショップ
にご参加のお店を募集しておりますので、ご協力頂
ける場合は事務局までお問い合わせください。

☎0466-50-3533問い合わせ

① ㈱東日本住宅設備
　住所　鎌倉市大船1175 小坂ビル1階
　電話　0464-47-4740
リフォーム、エコキュート、IH・クッキングセキュリティの設置など、
オール電化を通してお客様の快適な暮らしをお手伝いします！

◆割引内容
・太陽光発電 メーカー価格から40％～50％OFF
・オール電化 メーカー価格から40％～50％OFF
・住宅リフォーム工事 商品のみ20％～50％OFF
・ビル用マルチエアコン メーカー価格から30％～50％OFF

②鎌倉こまち市場 風凛
　住所　鎌倉市小町1-1-1 エキスト鎌倉２F
　電話　0467-24-7971
駅の真上のおしゃれな和風レストラン！

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（ランチ除く、クレジット不可）

③季節料理 あら珠
　住所　鎌倉市雪ノ下1-8-23
　電話　0467-39-6221
八幡宮前に新規OPEN！

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（クレジット不可）

⑤アマルフィイ デラセーラ
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-5-10
　電話　0467-32-2001
江ノ電の線路をまたいでたどり着いた不思議な空間。
その先は言葉にならないほどの景色が広がります。

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（ランチ除く、クレジット不可）

⑦アマルフィイ カフェ
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-3-14
　電話　0467-53-8801
カフェとしてリニューアルした七里ガ浜１３４号線に面した
贅沢なロケーション！

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（クレジット不可）

⑨リストランテ アマルフィイ 鎌倉山
　住所　鎌倉市西鎌倉1-1-17
　電話　0467-38-1811
山のアマルフィイ誕生！

◆割引内容
　ご飲食代金５％OFF（ランチ除く、クレジット不可）

④リストランテ アマルフィイ
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-4-8
　電話　0467-39-1151
湘南七里ガ浜に南イタリアの風

◆割引内容
　お食事代金５％OFF（ランチ除く、クレジット不可）

⑥会席 京七里
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-3-18
　電話　0467-31-0021
七里ガ浜を望む本格和食

◆割引内容
　お食事代金５％OFF（クレジット不可）

⑧アマルフィイ ドルチェ
　住所　鎌倉市七里ガ浜1-2-4
　電話　0467-38-1911
鎌倉、湘南、七里ガ浜のスイーツの定番を目指します。

◆割引内容
　ご購入代金５％OFF（クレジット不可）

フレンドリー
ショップ
募集中！！

下記9店舗が新たに
フレンドリーショップとして割引協力して
いただけることになりました。
会員証の提示だけで割引が受けられますので
ご活用ください。
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2013年 6月・7月号 サービスセンターニュース 第5号

利用期間 2014年6月末日まで
場　　所 藤沢市柄沢544番地
募　　集 200冊（1会員につき4冊まで）
料　　金 4,500円（通常5,000円）
そ の 他 回数券の発送は、
 振込確認後
 7月下旬より順次
 行います。

日　時 7月6日（土）14：00開演

日　時 7月6日（土）18：00開演
場　所 横浜BLITZ　
 みなとみらい線「新高島駅」徒歩1分
 JR・相鉄線「横浜駅」徒歩約7分

募　集 各日　全席指定　10枚
料　金 4,900円（通常6,000円）
その他 6歳未満のご入場不可

①チケット申込み期間終了後の取消・変更は、いかなる
理由もお受けできません。申込む際は、十分に内容を
確認して事業予約サービスの操作ミスがないようにご
注意ください。なお、申込み期間中に限り、誤って申込
んだチケットを事業予約サービスで取消ができます。
（取消操作は、十分に注意してください。）
ただし、チケット枚数などの変更については、事務局
（0466－50－3533）までご連絡ください。 
②各チケットの送付は、チケット代金入金確認後に普通
郵便で送付しますが、チケットを複数お申込みの場
合、チケットの納入時期により別々の送付となりま
す。なお、公演日等の２週間前までにお申込みのチ
ケットが届かない場合は、事務局までお問い合わせく
ださい。
③各チケットとも座席等の指定は、お受けできません。
④チケットを紛失した場合、再発行はできません。お取
り扱いには、十分ご注意ください。
⑤チケットを転売目的で購入することは、一切お断りし
ます。
⑥チケット代金をお支払いいただけない場合、以後の申込
みをお断りする場合があります。
⑦すべてのチケットは個人単位の申込みとなっており
ます。事業所などでとりまとめての申込みは出来ませ
んのでご注意下さい。

チケット申込みのご注意！

しおかぜ湘南 チケットガイド
お申込みは、Ｐ11「事業予約サービス」操作方法をご覧下さい。

今回は「その１～14」までのチケット
あっせんがあります。 
＊申込み多数の場合抽選になります。

申込み締切日
6／23（日）

1

5

～永井愛の岸田國士戯曲賞受賞作　待望の再演！
　十年以上も行方不明だった問題児の「兄」が帰ってきた
 　「日本人の自画像」を描く永井愛、辛口の現代喜劇～

 事業コード

 事業コード

1 3 5 1 3 3

1 3 5 1 3 6

 事業コード 1 3 5 1 3 7

『湯乃市』入浴回数券

日　時 9月16日（月・祝）15：00開演
場　所 湘南台文化センター市民シアター
募　集 指定席　30枚
料　金 2,500円（通常価格　3,500円）
出演者 鶴見辰吾・草刈民代　他
問合せ 公益財団法人
 藤沢市みらい創造財団
 芸術文化事業課
 TEL 0466-28-1135　

2

 事業コード

『兄帰る』

1 3 5 1 3 4

～スーパー銭湯「湯乃市」の回数券（10枚つづり）を割引価格で提供します。～

～モノオペラシリーズ～

日　 　時 8月31日（土）16：00開演
場　　所 湘南台文化センター市民シアター
募　　集 全席指定　30枚
料　　金 1,800円（通常2,500円）
予定演目 「人間の声」プーランク作曲（原語上演）
出 演 者 松本美和子（ソプラノ）
 椎野伸一（ピアノ）
問 合 せ  公益財団法人　藤沢市みらい創造財団
 芸術文化事業課
 TEL 0466-28-1135

3

 事業コード

湘南台トワイライトコンサート2013

1 3 5 1 3 5

～世界観客動員数 550 万人
　人々を歓喜の渦に包んだ驚異のドラムアート・パフォーマンス～

日　時 9月5日（木）17：30開演
場　所 茅ヶ崎市民文化会館
 大ホール
 JR「茅ヶ崎駅」徒歩8分
募　集 全席指定　30枚
料　金 4,800円
 （通常6,300円）
問合せ 東京労音府中センター
 TEL 042-334-8471

4

 事業コード

DRUM　TAO　結成20周年記念舞台作品

『火ノ鳥～Live～』

1 3 5 1 3 8

申込み〆切　
6月 16 日（日） 

布施明　LIVE2013－2014
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2013年 6月・7月号 サービスセンターニュース 第5号

日　時 9月7日（土）11：00開演

日　時 9月7日（土）13：30開演
場　所 茅ヶ崎市民文化会館
 大ホール
 JR「茅ヶ崎駅」徒歩8分
募　集 各公演　指定席　100枚
料　金 1,000円（通常1,900円）
その他 3歳以上有料。
 3歳未満のお子様は
 保護者1名に付き1名まで膝上の鑑賞無料。
問合せ 茅ヶ崎市民文化会館　TEL 0467-85-1123

6

 事業コード

しまじろうコンサート『おとぎのくにのだいぼうけん』

1 3 5 1 3 9

 事業コード 1 3 5 1 4 0

～しまじろう達が繰り広げるドキドキワクワクの大冒険！
　　　親子で楽しめる手遊びや歌や定番の人気ソングも満載！～

会　　期 7月6日（土）～9月16日（月・祝）
休 館 日 毎週木曜日（但し　8月1日、8月15日は開館）
開館時間 10：00～18：00（8月、9月の金曜日は20：00まで）
会　　場 横浜美術館
 みなとみらい線「みなとみらい駅」下車、
 5番出口から徒歩5分。
 JR線、横浜市営地下鉄線「桜木町駅」下車、
 【動く歩道】を利用、徒歩10分。
募　　集 一般 100枚　大学・高校生 10枚　中学生 10枚
料　　金 区分１　一般
 900円（通常前売1,300円）
 区分２　大学・高校生
 600円（通常前売1,000円）
 区分３　中学生
 300円（通常前売400円）
その他 小学生以下無料。
 毎週土曜日は
 高校生以下無料
 （要学生証、生徒手帳）
問合せ ハローダイヤル
 TEL 03-5777-8600

9

 事業コード

『プーシキン美術館展　フランス絵画300年』

1 3 5 1 4 5

～モスクワの国立プーシキン美術館から珠玉のフランス絵画が
　来日します。最大の見所はルノワールの印象派時代最高の
　肖像画と名高い〈ジャンヌ・サマリーの肖像〉です。
　「ロシアが憧れたフランスの粋」をお楽しみください。～

日　時 8月3日（土）10：30開演

日　時 8月3日（土）14：00開演
場　所 神奈川県民ホール
 JR・市営地下鉄「関内駅」
 徒歩15分
 みなとみらい線
 「日本大通駅」
 徒歩6分
募　集 各公演　全席指定　50枚
料　金 1,500円（通常2,500円）
登場ヒーロー ウルトラマンゼロ/ストロングコロナゼロ/
 ウルトラマン/ウルトラセブン/ウルトラマン80　他
注　意 3歳以上は有料。公演中の動画撮影及び
 フラッシュ撮影は禁止
問合せ ㈱アクセス　TEL 045-212-5555

7

 事業コード

ウルトラマンライブ2013

1 3 5 1 4 1

 事業コード 1 3 5 1 4 2

～Peace of the Earth～

ピエール＝オーギュスト・ルノワール
 《ジャンヌ・サマリーの肖像》
1877年　油彩、カンヴァス　56×47cm
©The State Pushkin Museum of Fine Arts, 
Moscow

日　　時 9月20日（金）19：00開演
場　　所 神奈川県民ホール
 JR・市営地下鉄「関内駅」徒歩15分
 みなとみらい線「日本大通駅」徒歩6分
募　　集 全席指定S席　40枚
料　　金 6,500円（通常8,000円）
プログラム 白鳥の湖、瀕死の白鳥、他、小作品/パキ―タ
問 合 せ サウンドポート　TEL 045-243-9999

10

 事業コード

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団
2013 JAPAN TOUR

1 3 5 1 4 6

～伝統的なクラシック・バレエをパロディ化して楽しく
　　　　　　　　　　　　　　　娯楽性の高いパフォーマンス～ 

日　時 8月10日（土）14：00開演

日　時 8月11日（日）12：00開演
場　所 神奈川県民ホール
 JR・市営地下鉄「関内駅」
 徒歩15分
 みなとみらい線「日本大通駅」
 徒歩6分
募　集 Ｓ席　各日30枚
料　金 5,300円（通常7,000円）
演　目 ミュージカル・ロマン
 「うたかたの恋」
 レビュー・ルネッサンス
 「Amour de 99!! -99年の愛-」
問合せ tvkチケットカウンター
 TEL 045-663-9999

8

 事業コード

『宝塚歌劇 宙組公演』

1 3 5 1 4 3

 事業コード 1 3 5 1 4 4

～出演：凰稀かなめ、実咲凜音　ほか～
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2013年 6月・7月号 サービスセンターニュース 第5号

日　時 8月24日（土）10：30開演

日　時 8月25日（日）10：30開演
場　所 横浜アリーナ
 JR・市営地下鉄
 「新横浜駅」徒歩5分
募　集 各日　S席　30枚
料　金 区分１　大人
 4,000円
 （通常5,800円）
 区分２　こども
 2,800円
 （通常4,800円）
その他 こどもは3歳
 　～小学生まで。
 2歳以下の方は
 大人1名につき1名まで
 膝上無料。但しお席が必要な場合は有料となります。
問合せ 横浜公演チケットセンター　TEL 045-663-9900

11

 事業コード

デイズニー・オン・アイス『トレジャー・トローブ』

1 3 5 1 4 7

 事業コード 1 3 5 1 4 8

～「ふしぎの国のアリス」「リトル・マーメイド」「トイ・ストーリー」
　など　他の作品ももちろん登場！ディズニーが贈る夢の世界に、
　笑顔があふれます～

期　間 8月3日（土）～8月25日（日）
 18：00～21：00（予約制）
場　所 鎌倉プリンスホテル　バンケットホール
募　集 1,000枚
料　金 区分１　大人
 4,500円（通常5,800円）
 区分２　小人（7才～12才）
 2,400円（通常3,500円）
 区分３　幼児（4才～6才）
 1,000円（通常1,700円）
その他 料金には、アルコール類は含まれておりません。
　　　　ソフトドリンク飲み放題付き。
 ご利用日前に必ず下記予約番号へ連絡し
 ご予約下さい。7月1日から予約開始。
 （お手元にチケットが届いていなくても
 ご予約できます。）チケットの発送は振込確認後、
 7月中旬より順次行います。
 予約番号 TEL 0467-33-1205　

13

 事業コード

鎌倉プリンスホテル『シーサイドサマーバイキング』

1 3 5 1 5 0

～1年ぶりにリニューアルOPEN～

日　　時 8月27日（火）18：00開始　阪神タイガース戦

日　　時 8月29日（木）18：00開始　阪神タイガース戦

日　　時 9月21日（土）18：00開始　広島カープ戦

日　　時 9月22日（日）18：00開始　広島カープ戦
場　　所 東京ドーム
募　　集 B指定席パック　各日30枚
 ※東京ドームシティ内及び東京ドームシティ内の飲食店舗にて
 　ご利用いただけるTDCグルメチケット1,000円分付　

料　　金 3,300円（通常4,700円）
 1塁側、3塁側の座席指定は出来ません。
 チケット納品になるまで分かりませんので
 ご了解のうえお申込みください。
 チケットの発送は、試合日約3週間前頃の予定です。
問 合 せ 東京ドームシティわくわくダイヤル
 TEL 03-5800-9999

14

 事業コード

プロ野球　巨人戦　観戦パック

1 3 5 1 5 1

 事業コード 1 3 5 1 5 2

 事業コード 1 3 5 1 5 3

 事業コード 1 3 5 1 5 4

～東京ドーム開場 25周年～

コピーライトクレジットの基本ガイドライン（DOI・DL 兼用） 

 印刷素材、ウェブサイト 
●ピクサーキャラクターあり Disney characters and artwork ©Disney, Disney/Pixar characters ©Disney/Pixar
※スペースが小さいために
　上記クレジットが入らない場合 ©Disney, ©Disney/Pixar
●ピクサーキャラクターなし ©Disney

 放送素材 
●ピクサーキャラクターあり ©Disney, ©Disney/Pixar
●ピクサーキャラクターなし ©Disney

Disney characters and artwork
 ©Disney, Disney/Pixar characters
 ©Disney/Pixar

有効期間 2013年12月末日まで
場　　所 「天青」　茅ヶ崎市香川7-10-7
 JR「香川駅」徒歩約5分・駐車場完備
募　　集 300枚
料　　金 2,300円（通常3,980円）
内　　容 吟望コース＋1ドリンク付
 （湘南ビールハーフサイズor
 風露天青グラスorびわみん天然水）
そ の 他 

利用除外日 12月23日・24日・25日のディナー
予約番号 TEL 0467-52-6115

12

 事業コード

吟望食事券

1 3 5 1 4 9

～大正時代の酒蔵を改装した空間での
四季折々の料理が楽しめる～

定休日は第3水曜日となっております。
ご利用日前に必ず下記予約番号へ連絡しご予
約下さい。予約の際には、必ず食事券利用とお
伝えください。食事券はランチでもディナー
でもご利用いただけます。
チケットの発送は振込確認後、7月中旬より順
次行います。

（イメージ）
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