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〜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 2,066企業　会員数 10,455人（平成25年12月１日現在）
（藤沢 1,588企業 7,020人・鎌倉 411企業 2,646人・茅ヶ崎 67企業 789人）　

2013 年 12月・2014年 1月号　第 8号

発　　行

加入状況

136123
お申込みは、
P9「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（大人） 同居家族（大人）
区分 3

同居家族（小人）
区分 4
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
12/23（月・祝）

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

利用予定
ホテル

食事条件

①鎌倉郵便局前 　　6:30
②藤沢市役所 　　　7:00
③茅ヶ崎中央公園横  7:30

15日（土）すべて自由食となります。16日（日）朝食、昼食付

その他 ・参加決定後、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。
・参加が決まった方には、後日マックトラベルビューローより
　本旅行に関するすべてのご案内があります。

ホテルオークラ新潟　　新潟県新潟市中央区川端町６－５３
※ホテルのお部屋の指定は出来ませんのでご了承ください。

注　意 十日町雪まつりは2014年2月13日、14日、15日の開催予定で
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 ※道路雪の状態で行程時間には変更が生じる場合もございます。

会 　 員

同居家族･大人

同居家族･小人

一 　 般

（大人：一般料金20,300円）

（中学生以上：一般料金20,300円）

（4歳～小学生：一般料金20,300円）

区分1
区分2

区分3
区分4

最少催行人数35人

日程及び募集人数

（定員を超えた場合、抽選）

2 15
土曜日

2 16
日曜日

2014

40人～

鎌倉郵便局前（6：30）＝＝＝ 藤沢市役所（7：00）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（7：30）＝＝＝ 白い
愛の祭典 第65回十日町雪まつり（各施設　自由行動）＝＝＝ ホテルオークラ新潟（泊） 
※昼食、夕食は各自自由食となります。

ホテルオークラ新潟＝＝＝ 洋食器センター（工場見学・買物）＝＝＝ 魚のアメ横『寺泊』で
海の幸のお買い物と昼食＝＝＝ 三国街道　塩沢旧宿場町　牧之通り散策 ＝＝＝ 茅ヶ崎中央
公園横（20：30頃）＝＝＝ 藤沢市役所（21：00頃）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（21：30頃）

昼 ×
夜 ×

1日目

2日目
朝 ○
昼 ○

食事2
／
15
㈯

2
／
16
㈰

1泊2日1泊2日第65回

マックトラベルビューロー㈱　相模原本社
相模原市中央区富士見６－１３－２１
ＴＥＬ  ０４２－７３０－４４５５
ＦＡＸ  ０４２－７３０－４４４６
営業時間10時～19時（日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　平川　素子
担当者　水上　和則　

取
扱
旅
行
会
社

1「雪を友とし、雪を楽しむ」白い愛の祭典！昭和25年に開催の
　伝統の十日町雪まつりの見学！
2日本一の金物産地と呼ばれる「新潟燕三条」での洋食器の
　工場見学とお買い物！（チョットのおみやげ付）
3 海のアメ横「寺泊」での日本海海の幸のお買い物と昼食！
4 2日目には、三国街道や塩沢旧宿場町、牧之通り散策を実施！

15,200円
16,400円
13,000円
20,300円

15,200円
16,400円
13,000円
20,300円

十日町雪まつり
イメージキャラクター
十日町雪まつり
イメージキャラクター



2013年 12月・2014年 1月号 サービスセンターニュース 第8号

フェルティングニードル教室フェルティングニードル教室

参加費

独身の男女
第1部：男性25歳～35歳　女性20歳～35歳
第2部：男性35歳～おおむね45歳　女性28歳～おおむね45歳

参加資格

・パーティー中の食事は、軽食（ケーキやサンドイッチ、デザート）のみとなります。
・参加が決まった方へは、後日振込用紙と案内書を送付いたします。
・申込み後のキャンセルは規定のキャンセル料がかかる場合がございますのでご注意ください。
・現地集合　現地解散となります。

その他

横浜ローズホテル　横浜市中区山下町７７　045-681-3311場　　所

第１部：男性5人　女性5人　
第2部：男性5人　女性5人

募集人数

会員・家族　男性
一　　 般　男性

3,000円
4,830円
3,000円
4,830円

女性
女性
2,000円
4,830円
2,000円
4,830円

日時及び募集人数

（定員を超えた場合、抽選）

第1部
11:30～14:30
第2部　
15:30～18:30

日曜日

2 9
♥通算７回目となる婚活パーティー！すでに３組の結婚を実現。
♥前回同様本格的なカップリングパーティー形式で行います。
♥前回は、１７組のカップルの成立！ ！

♥通算７回目となる婚活パーティー！すでに３組の結婚を実現。
♥前回同様本格的なカップリングパーティー形式で行います。
♥前回は、１７組のカップルの成立！ ！

in横浜in横浜

厚木・小田原・川崎・相模原・平塚との共同企画

バレンタイン婚活パーティーバレンタイン婚活パーティー

初春のいちご狩りと

益子焼窯元絵付け体験

初春のいちご狩りと

益子焼窯元絵付け体験
●今年は栃木県のいちご狩り！ ！
●昼食は　餃子の街　宇都宮での餃子食べ放題！ ！
●栃木県芳賀郡益子町周辺を産地とする益子焼の絵付けを体験！ ！

ふわふわの羊毛を針でチクチク刺して作るフェルティングニードル。
ペンダントヘッドをまぁ～るく作り、ちょっと飾りの刺繍。
出来上がりの愛らしさにきっと満足されることでしょう。

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 7:30　②藤沢市役所 8:00　　
　　  　　③湘南台相鉄ローゼン前 8:30
Bコース　①鎌倉郵便局前 7:30　②レイ･ウェル鎌倉前 8:00

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「トップ
ツアー横浜支店」から本旅行条件に
関するすべてのご案内があります。

日　時 平成２６年２月８日（土）１３：３０～１５：３０ 参加費
場　所 大船消防署　３階 講堂　JR「大船駅」　徒歩7分
講　師 大山　香さん
募集人数 １５人（最少催行５人）

その他 色見本はホームページでご確認いただけます。
色は当日選べます。

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
同居家族･幼児
一 　 般

（大人：一般料金9,500円）

（中学生以上：一般料金9,500円）

（小学生：一般料金9,000円）

（3歳～5歳：一般料金9,000円）

6,980円
7,600円
6,000円
5,800円
9,500円

6,980円
7,600円
6,000円
5,800円
9,500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

会員・家族
一 般

1,000円
1,800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）＝＝＝ 湘南台ローゼン前（8：30）＝＝＝ 
＝＝＝  餃子食べ放題（昼食）＝＝＝ 益子焼窯元絵付け体験 ＝＝＝  益子観光いちご狩り ＝＝＝ 
湘南台ローゼン前（18：30頃）＝＝＝ 藤沢市役所（19：00頃）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横
（19：30頃） 

鎌倉郵便局前（7：30）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉前（8：00）＝＝＝ 餃子食べ放題（昼食）＝＝＝ 
益子焼窯元絵付け体験＝＝＝ 益子観光いちご狩り＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉前（19：00頃）＝＝＝ 
鎌倉郵便局前（19：30頃）

朝 ×

昼 ○

夜 ×

食事A
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

トップツアー㈱　横浜支店
横浜市西区北幸2-8-29　
東武横浜第３ビル５F
ＴＥＬ　０４５－３２６－１１２0
ＦＡＸ　０４５－３２６－１１２２
営業時間9時～18時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　小井土　忍
担当者　森　信夫

取
扱
旅
行
会
社

▲益子焼（イメージ）

▲昼食（イメージ）

▲イチゴ（イメージ）

日程及び募集人数

Aコース 45人

（定員を超えた場合、抽選）

93
日曜日 Bコース 45人バスツアーバスツアー最少催行バス

1台あたり35人
～羊毛で作るペンダント～

私の歩き方私の歩き方
整体師が診る身体バランスチェック。
普段の歩き方・身体の使い方を少し気にかけてみませんか？

日　時 平成２６年２月２４日（月）1３：30～１５：30

参加費場　所 大船消防署　３階 講堂
JR「大船駅」　徒歩7分

講　師 冨田　さおりさん（整体師）

募集人数 ２０人（最少催行５人）

無料

冬の身体と心を解きほぐす  ホリデー ヨガ教室冬の身体と心を解きほぐす  ホリデー ヨガ教室
寒くなると、つい運動不足になってしまいます。
滞ってほしくない無駄な脂肪を取り除き、ストレスを解消しましょう！
日　時 12月8日（日）　23日（月・祝）　2014年1月13日（月・祝）　26日（日）

いずれの日も　14：00～15：00
場　所 フレックス湘南新スタジオ　藤沢市片瀬海岸３－１４－５　駐車無料

参加資格 15歳以上の健康な男女

費　用 1回　1,000円（税込み）　※現地でお支払いください。

その他 12月10日（火）～1月31日（金）の毎週火曜日10：00～11：00　金曜日14：00～15：00
『リフレッシュヨガ』も開催しております。1回 1,000円（税込み）でご利用頂けます。

申込み方法 フレックス湘南へ直接お電話かFAX、メールでお願いいたします。
０１２０－２２－４４２６　または　０４６６－２２－４４１９
FAX　０４６６－２２－４２３８
メール　flexshonan1980@jcom.home.ne.jp

整体師さんチェックして！

ヨガで呼吸と心身への感覚を深めて、癒されてみませんか？
ご家族、お友達同士で　勿論お1人でのご参加歓迎です！
体の硬い方大歓迎！ ！　笑顔いっぱいでお待ちしております。
講師：宮川　里枝子（フレックス湘南専属　ヨガインストラクター）

※小人と幼児は大人の方と
　食事内容が変わります。

第1部：
（デザートブッフェ）

会員・家族　男性
一　　 般　男性

3,800円
5,670円
3,800円
5,670円

女性
女性
2,800円
5,670円
2,800円
5,670円

第2部：
（中華ブッフェ）

添乗員付き
昼食付

133522
お申込みは、
P9「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・家族 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

133523
お申込みは、
P9「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

第1部 133403
第2部 133404

お申込みは、
P9「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・家族の独身男性 会員・家族の独身女性

区分 3
一般の独身男性

区分 4
一般の独身女性

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
12/23（月・祝）

申し込み締切日
12/23（月・祝）

申し込み締切日
12/23（月・祝）

○参加者全員と1対1で会話「コミュニケー
　ションタイム」一定時間毎（約5分）に
　テーブルを移動し会話。
○「コミュニケーションタイム」終了後、
　第一印象カード回収
○第一印象カードを参考に「フリータイム」
　の実施。「コミュニケーションタイム」中
　に気になった方と積極的に会話を! !
○ファイナルカード記入後、カップル発表! !
　　　　

Aコース 136124
Bコース 136125

お申込みは、
P9「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

12/23（月・祝）

内 容

2



2013年 12月・2014年 1月号 サービスセンターニュース 第8号

フェルティングニードル教室フェルティングニードル教室

参加費

独身の男女
第1部：男性25歳～35歳　女性20歳～35歳
第2部：男性35歳～おおむね45歳　女性28歳～おおむね45歳

参加資格

・パーティー中の食事は、軽食（ケーキやサンドイッチ、デザート）のみとなります。
・参加が決まった方へは、後日振込用紙と案内書を送付いたします。
・申込み後のキャンセルは規定のキャンセル料がかかる場合がございますのでご注意ください。
・現地集合　現地解散となります。

その他

横浜ローズホテル　横浜市中区山下町７７　045-681-3311場　　所

第１部：男性5人　女性5人　
第2部：男性5人　女性5人

募集人数

会員・家族　男性
一　　 般　男性

3,000円
4,830円
3,000円
4,830円

女性
女性
2,000円
4,830円
2,000円
4,830円

日時及び募集人数

（定員を超えた場合、抽選）

第1部
11:30～14:30
第2部　
15:30～18:30

日曜日

2 9
♥通算７回目となる婚活パーティー！すでに３組の結婚を実現。
♥前回同様本格的なカップリングパーティー形式で行います。
♥前回は、１７組のカップルの成立！ ！

♥通算７回目となる婚活パーティー！すでに３組の結婚を実現。
♥前回同様本格的なカップリングパーティー形式で行います。
♥前回は、１７組のカップルの成立！ ！

in横浜in横浜

厚木・小田原・川崎・相模原・平塚との共同企画

バレンタイン婚活パーティーバレンタイン婚活パーティー

初春のいちご狩りと

益子焼窯元絵付け体験

初春のいちご狩りと

益子焼窯元絵付け体験
●今年は栃木県のいちご狩り！ ！
●昼食は　餃子の街　宇都宮での餃子食べ放題！ ！
●栃木県芳賀郡益子町周辺を産地とする益子焼の絵付けを体験！ ！

ふわふわの羊毛を針でチクチク刺して作るフェルティングニードル。
ペンダントヘッドをまぁ～るく作り、ちょっと飾りの刺繍。
出来上がりの愛らしさにきっと満足されることでしょう。

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 7:30　②藤沢市役所 8:00　　
　　  　　③湘南台相鉄ローゼン前 8:30
Bコース　①鎌倉郵便局前 7:30　②レイ･ウェル鎌倉前 8:00

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「トップ
ツアー横浜支店」から本旅行条件に
関するすべてのご案内があります。

日　時 平成２６年２月８日（土）１３：３０～１５：３０ 参加費
場　所 大船消防署　３階 講堂　JR「大船駅」　徒歩7分
講　師 大山　香さん
募集人数 １５人（最少催行５人）

その他 色見本はホームページでご確認いただけます。
色は当日選べます。

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
同居家族･幼児
一 　 般

（大人：一般料金9,500円）

（中学生以上：一般料金9,500円）

（小学生：一般料金9,000円）

（3歳～5歳：一般料金9,000円）

6,980円
7,600円
6,000円
5,800円
9,500円

6,980円
7,600円
6,000円
5,800円
9,500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

会員・家族
一 般

1,000円
1,800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）＝＝＝ 湘南台ローゼン前（8：30）＝＝＝ 
＝＝＝  餃子食べ放題（昼食）＝＝＝ 益子焼窯元絵付け体験 ＝＝＝  益子観光いちご狩り ＝＝＝ 
湘南台ローゼン前（18：30頃）＝＝＝ 藤沢市役所（19：00頃）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横
（19：30頃） 

鎌倉郵便局前（7：30）＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉前（8：00）＝＝＝ 餃子食べ放題（昼食）＝＝＝ 
益子焼窯元絵付け体験＝＝＝ 益子観光いちご狩り＝＝＝ レイ・ウェル鎌倉前（19：00頃）＝＝＝ 
鎌倉郵便局前（19：30頃）

朝 ×

昼 ○

夜 ×

食事A
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

トップツアー㈱　横浜支店
横浜市西区北幸2-8-29　
東武横浜第３ビル５F
ＴＥＬ　０４５－３２６－１１２0
ＦＡＸ　０４５－３２６－１１２２
営業時間9時～18時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　小井土　忍
担当者　森　信夫

取
扱
旅
行
会
社

▲益子焼（イメージ）

▲昼食（イメージ）

▲イチゴ（イメージ）

日程及び募集人数

Aコース 45人

（定員を超えた場合、抽選）

93
日曜日 Bコース 45人バスツアーバスツアー最少催行バス

1台あたり35人
～羊毛で作るペンダント～

私の歩き方私の歩き方
整体師が診る身体バランスチェック。
普段の歩き方・身体の使い方を少し気にかけてみませんか？

日　時 平成２６年２月２４日（月）1３：30～１５：30

参加費場　所 大船消防署　３階 講堂
JR「大船駅」　徒歩7分

講　師 冨田　さおりさん（整体師）

募集人数 ２０人（最少催行５人）

無料

冬の身体と心を解きほぐす  ホリデー ヨガ教室冬の身体と心を解きほぐす  ホリデー ヨガ教室
寒くなると、つい運動不足になってしまいます。
滞ってほしくない無駄な脂肪を取り除き、ストレスを解消しましょう！
日　時 12月8日（日）　23日（月・祝）　2014年1月13日（月・祝）　26日（日）

いずれの日も　14：00～15：00
場　所 フレックス湘南新スタジオ　藤沢市片瀬海岸３－１４－５　駐車無料

参加資格 15歳以上の健康な男女

費　用 1回　1,000円（税込み）　※現地でお支払いください。

その他 12月10日（火）～1月31日（金）の毎週火曜日10：00～11：00　金曜日14：00～15：00
『リフレッシュヨガ』も開催しております。1回 1,000円（税込み）でご利用頂けます。

申込み方法 フレックス湘南へ直接お電話かFAX、メールでお願いいたします。
０１２０－２２－４４２６　または　０４６６－２２－４４１９
FAX　０４６６－２２－４２３８
メール　flexshonan1980@jcom.home.ne.jp

整体師さんチェックして！

ヨガで呼吸と心身への感覚を深めて、癒されてみませんか？
ご家族、お友達同士で　勿論お1人でのご参加歓迎です！
体の硬い方大歓迎！ ！　笑顔いっぱいでお待ちしております。
講師：宮川　里枝子（フレックス湘南専属　ヨガインストラクター）

※小人と幼児は大人の方と
　食事内容が変わります。

第1部：
（デザートブッフェ）

会員・家族　男性
一　　 般　男性

3,800円
5,670円
3,800円
5,670円

女性
女性
2,800円
5,670円
2,800円
5,670円

第2部：
（中華ブッフェ）

添乗員付き
昼食付

133522
お申込みは、
P9「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・家族 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

133523
お申込みは、
P9「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

第1部 133403
第2部 133404

お申込みは、
P9「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・家族の独身男性 会員・家族の独身女性

区分 3
一般の独身男性

区分 4
一般の独身女性

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
12/23（月・祝）

申し込み締切日
12/23（月・祝）

申し込み締切日
12/23（月・祝）

○参加者全員と1対1で会話「コミュニケー
　ションタイム」一定時間毎（約5分）に
　テーブルを移動し会話。
○「コミュニケーションタイム」終了後、
　第一印象カード回収
○第一印象カードを参考に「フリータイム」
　の実施。「コミュニケーションタイム」中
　に気になった方と積極的に会話を! !
○ファイナルカード記入後、カップル発表! !
　　　　

Aコース 136124
Bコース 136125

お申込みは、
P9「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

12/23（月・祝）

内 容

3



申込み電話番号　近畿日本ツーリスト神奈川 　☎045－319－2400
営業時間：9時30分～18時まで（土日祝休）　（担当　半澤・堀江）

1上記4ツアーから参加したいツアーを選ぶ。
2申込みは、近畿日本ツーリスト神奈川へ直接参加申込みを電話で行う。
　※申込みの際、必ず旅行コース番号と湘南勤労者福祉サービスセンター会員である旨と会員番号をお伝えください。
　※補助対象者は、会員と同居家族のみ
　※補助は上記ツアーのいずれかで1会員1ツアー1コースの補助といたします。
3補助金額　会員1人つき　2,000円　　同居家族　1人につき1,000円
4申込み締切日　12月20日（金）
5各ツアーそれぞれ40人までの補助といたします。【先着順】
　※但し各ツアー、一般参加者と同乗となります。
　　定員オーバー及び催行取消になる場合がございます。
　　その際には、近畿日本ツーリスト神奈川より直接ご連絡がございます。
6参加決定後（12月24日以降）近畿日本ツーリスト神奈川より旅行案内、
　補助金額を差し引いた参加費振込用紙が郵送されます。
　参加費の振込等は各自でお願いいたします。

クラブツーリズム主催　バスツアーのご案内クラブツーリズム主催　バスツアーのご案内

◆ご利用方法

㈱近畿日本ツーリスト神奈川
横浜市西区北幸１－１１－５
ＴＥＬ　０４５－３１９－２３０１
ＦＡＸ　０４５－３１９－２４８２
営業時間　９時30分～１８時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　長谷川　裕二
担当者　堀江　俊雄
観光庁長官登録旅行業　第149号

取
扱
旅
行
会
社

2013年 12月・2014年 1月号 サービスセンターニュース 第8号

4



キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

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年度 すぎやまいちご園 『いちご狩り』割引利用補助券

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他の割引券との併用はできません

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

すぎやまいちご園（案内図参照）
平塚市小鍋島1172
電話 0463－55－0265（杉山宅） 9：30～19：00
090－6505－6273（杉山携帯）
2014年1月中旬～3月末
（1月の開園日はいちご園へお問合せください）
10：00～ 摘み採れるいちごが無くなり次第終了
不定期（摘み採れるいちごの有無によります）
利用券で入園の方は、販売用いちご10％割引に
なります。2歳未満は無料
・いちごの出来具合や当日の利用数により摘み採れるいちごが
なくなる場合があります。ご利用前に必ず電話でご確認をお願
いいたします。
・通常のいちご狩りは、苗床栽培畑となりますが、いちごの有無
により高設栽培畑を利用していただく場合は追加料金として
ひとりにつき100円増しとなります。
・週末は大変混雑が予想されます。週末の予約は必ずその週の
月曜日にお願い致します。

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他の割引券との併用はできません

事業所名

会員氏名

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他の割引券との併用はできません

事業所名

会員氏名

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他の割引券との併用はできません

事業所名

会員氏名

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他の割引券との併用はできません

事業所名

会員氏名

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他の割引券との併用はできません

事業所名

会員氏名

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他の割引券との併用はできません

事業所名

会員氏名

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他の割引券との併用はできません

事業所名

会員氏名

財団法人湘南産業振興財団

財団法人湘南産業振興財団

財団法人湘南産業振興財団

財団法人湘南産業振興財団

割引利用補助券
津久井浜観光農園

割引利用補助券
すぎやまいちご園

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

財団法人湘南産業振興財団

財団法人湘南産業振興財団

財団法人湘南産業振興財団

2013年度 すぎやまいちご園 『いちご狩り』割引利用補助券

2013年度 すぎやまいちご園 『いちご狩り』割引利用補助券

2013年度 すぎやまいちご園 『いちご狩り』割引利用補助券

2013年度 津久井浜観光農園 『いちご狩り』割引利用補助券

2013年度 津久井浜観光農園 『いちご狩り』割引利用補助券

2013年度 津久井浜観光農園 『いちご狩り』割引利用補助券

2013年度 津久井浜観光農園 『いちご狩り』割引利用補助券

場　　所
住　　所
連 絡 先

開園期間

利用時間
休 園 日
そ の 他

注　　意

契約料金

契約料金

津久井浜観光農園（案内図参照）

横須賀市津久井浜5丁目15-20

電話 046－849－5001

2014月1年1日～3月31日

9：00～15：00

3歳未満は無料

・いちごの出来具合により、開園期間が変動する場合がありま

す。また土日祝日は混雑が予想されますので、お出かけ前に必

ず施設にお問合せください。

・駐車場完備（無料）

場　　所
住　　所
連 絡 先
開園期間
利用時間
そ の 他
注　　意

30分
食べ放題

30分
食べ放題

400円引き

400円引き

400円引き1,500円
1,200円

1,450円 1,250円

800円
600円

400円引き

400円引き

400円引き

400円引き

400円引き

入園料（小学生以上）

※上記料金より利用券記載の
　金額が差し引かれます。

※上記料金より利用券記載の金額が差し引かれます。

期間

入園料（2歳～未就学）期間

1月・2月

3月

1月・2月

3月

期　間 1/1～2/28 3/1～3/31

開園期間中

見
本
見
本



事務局からのお知らせ
◆ レイ・ウェル鎌倉の使用中止及び鎌倉事業所の移転について

◆ 2013年10月1日（火）に推進員の方1名が藤沢市表彰条例に基づき
　　　　　　　　　　　　　　　　藤沢市から表彰されました。誠におめでとうございます。

◆ ユニバーサルスタジオ「スタジオ・ファンクラブ」終了のお知らせ
●　2013年ガイドブックP27に掲載の福利厚生プログラム「スタジオ・ファンクラブ」は2014年3月31日（月）をもちまし
て終了いたします。2014年4月1日（火）以降、下記特典は利用できなくなりますのでご注意ください。

　終了するプログラム：スタジオ・ファンクラブ特典（法人特典）
　●スタジオ・ファンクラブ・パスの購入
　●パートナーホテルでの特典
　●ファンクラブ・メンバー限定キャンペーンの開催
　●トヨタレンタカーの割引

この度、鎌倉事業所を開設しておりましたレイ・ウェル鎌倉におきまして、2013年8月に鎌倉市がレイ・ウェル鎌倉の耐震診
断検査を行ったところ、危険な状態であり、2013年11月末で使用中止の要請を受けました。
これに伴い、鎌倉事業所も移転することとなりました。現在移転先を検討中であり、決まり次第ホームページ等でお知らせ致
します。今後のレイ・ウェル鎌倉事業につきましては、映画会は中止、その他の各種教室等の事業は会場を変更して実施する
予定でございます。
会員の皆様には大変ご迷惑お掛け致しますが、ご理解、ご協力をお願い致します。

◆ 事業の申込みのお願い

◆ 財団法人 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）移転に関して

●　サービスセンター事業の申込みは、現在音声ガイダンスでのお申込みとなっておりますが、誤った人数・区分での注文が最
近非常に多くなっております。
　事業の申込みを終了後、必ず音声ガイダンス「抽選申込み内容の確認サービス72」でご確認くださいますようお願いいたします。
　申込み期間終了後の変更や取消しはいかなる場合でもお受けできませんのでご注意ください。

○慶弔給付金及び永年勤続報奨金などの各種申請は、すべて
自己申請になっております。
2013年ガイドブックP３の給付金の支給についてご確認
頂き各自で申請をお願いいたします。

次回の
サービスセンターニュース
第９号は、

２月発行の予定です。
・日帰りバスツアー
・料理教室
・各種チケットあっせん　他　

2013年12月28日（土）
～2014年1月5日（日）まで

主
な
内
容
・
予
定

年末年始休業のお知らせ

慶弔給付金支給状況
（平成25年10月・11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

18件

36件

6件

18件

28件

12件

47件

131件

◆ 新規加入企業（10月・11月付）　
　　　　　　　  　　　  事業所名 地　域 加入人数（人）
有限会社　オフィスリ― 藤沢 ２
よしだみつぎ整形外科クリニック 藤沢 １３
RIZE 株式会社 藤沢 ５
隠れ里　車屋 藤沢 １３
Helianthus garden 藤沢 １
西舘　健 藤沢 ３
株式会社　松月堂 藤沢 ４
合同会社　田﨑商会 藤沢 ９
有限会社　泰青工業 藤沢 ２
ストロベリークリーム 藤沢 １
有限会社　湘南自然館　藤沢店 藤沢 ４
幸友ホーム　株式会社 藤沢 ４
伏見特許事務所 藤沢 ３
合同会社　ハッピースマイル 鎌倉 ３
ジャパトラ　WATANABE 鎌倉 １
福澤工務店 鎌倉 １
ル・ビストロ・ド・ミノス 茅ヶ崎 １
大勝建設　株式会社 茅ヶ崎 １９
湘南シニアサービス 茅ヶ崎 ８

◆ 人間ドック・一般健康診断の補助について
サービスセンターでは、人間ドック及び一般健康診断に対し利用補助券の発行を行っており
ますが、利用補助券の対象となる検診は、各提携病院の2013年ガイドブックに掲載されてお
ります検診のみが対象となります。他の制度との併用は出来ませんのでご注意ください。

現在、藤沢市役所第2庁舎3階に湘南勤労者福祉サービスセンター事務局を設置しております
が、2014年4月以降　藤沢駅北口に建設中の「藤沢商工会館（ミナパーク）」内に移転予定と
なっております。
詳細に関しましては、サービスセンターニュース第9号（2月発行）でお知らせいたします。

1年間大変お世話になり誠にありがとうござ
いました。2014年も、会員の皆様へより充実
したサービスを提供できるよう取り組んで
参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。（事務局）

 地　区　名 事　業　所　名 氏　　名
 六　会 ㈲細田精機 細田　功 氏

各種申請について

2013年 12月・2014年 1月号 サービスセンターニュース 第8号
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　お肉と湘南野菜のおいしいレストラン「レストランなんどき牧場」は、神奈川県産
の豚肉や地物野菜など、地元生まれの安心・安全な新鮮素材を中心にマイナスイオ
ン水を使用し皆様に手作りの美味しい料理をご提供しております。プライベート感覚
あふれる、個室でゆったりとお食事をお楽しみください。

レストランなんどき牧場では、毎月最終週の木曜日に大人気の『湘南名物
茅ヶ崎メンチ＆コロッケ』の特別販売を実施しています。

この機会に是非　揚げたてのメンチ＆コロッケをご賞味ください！！
次回は、12月26日（木）15：00～18：00まで（小雨決行）　
場所　なんどき牧場第3駐車場　移動販売車にて
ご予約、お問合せは080-4613-1223（横山）までお願いします。

『レストランなんどき牧場　プレゼンツ！モバイル連動企画！！』
しおかぜ湘南モバイル会員の皆様へ「レストランなんどき牧場」さんよりプレゼント！！【湘南名物茅ヶ崎メンチ（6個
入り）】を抽選で10名様へプレゼント！１月５日（日）12：00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より申込みすれば、抽選で10名様に当たります！

住　　所　茅ヶ崎市今宿1024（地図参照）
電　　話　０４６７－８３－２７７５
営業時間　11：30～23：00（ラストオーダー22：00）
　　　　　15：00～17：00まで休憩となります。
HP　http：//www.nandoki.co.jp　　　

レストラン
なんどき牧場

お得！
情報！！

価格は通常1個150円のところ100円で！！

★ 東京ディズニーランド®・東京ディズニーシー® ★
特別団体契約「サンクス・フェスティバル」のご案内2013年度

利用方法 チケット窓口販売

実施期間（入園期間）

チケット（パスポート）料金

下記「購入申込書」に必要事項をご記入のうえ、当日券・前売券をご購入の際、窓口に提出してください。

♦上記期間中、「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」いずれかのパーク1日ご利用いただけます。
♦入園保証なし（入園制限中のパークではご利用いただけません）

大人（18歳以上）5,500円（通常6,200円）
中人（中学・高校生12～17歳）4,600円（通常5,300円）
小人（幼児・小学生　4歳～11歳）3,800円（通常4,100円）

チケット
購入方法

2014年1月6日（月）～3月14日（金） 【当日券】東京ディズニーランド、東京ディズニー
シーの当日券販売窓口
※ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニ
シー、ホテルミラコスタ、東京ディズニーランド
ホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャル
ホテル、パートナーホテルではご宿泊者に限
りご購入いただけます。

前売券
2013年12月10日（火）より販売開始
東京ディズニーリゾート・チケットセンター
　　　　　　　　　（イクスピアリ1F）
東京ディズニーランド（ゲストリレーション・ウインドウ）
東京ディズニーシー（団体チケットブース）
ディズニーストア（特別利用券取り扱い店舗）

「パスポート購入申込書」（必要事項を漏れなくご記入ください）をチケット販売窓口にご提出ください。購入申
込書1枚につき5名様までご購入可能です。購入申込書のご提出がない場合、特別料金は適用されませんので
ご注意ください。特別利用券をお持ちの方はあわせてご利用可能です。購入申込書と一緒にご提出ください。
※パスポートご購入の際、勤務先が確認できる物のご提示をお願いする場合があります。

※中人料金は、同期間に実施する
　「キャンパスデーパスポート」と同額です。

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！！

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！

＊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。

✂

　き
り
と
り

　✂

✂

　き
り
と
り

　✂

1 0 3 8
湘南勤労者福祉サービスセンター

2013年 12月・2014年 1月号 サービスセンターニュース 第8号
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　写真の蹲踞（そんきょ）は相撲剣道で見慣れた姿勢ですが、
我々一般人にとっては非日常の動作です。私の指圧の患者様
で特に腰痛気味の方に、この蹲踞を勧めております。
　最初は30秒でも辛い思いをした方が3分出来るようになる
と、腰痛がかなり改善されます。理由は日頃失われがちなバラン
スを良くすること即ちインナーマッスルを鍛えることですね。内

腿の筋肉骨盤周辺の筋肉が鍛えられて腰椎仙骨の歪みが改
善されます。この蹲踞からゆっくり立ち上がるスクワットの動作
相撲の仕切りの動作を息を吐きながら10回20回と反復するエ
クササイズもお薦めです。実践していただいた方の感想は「何
気ない動作だけど体の内側から安定を得られて、正に体がよろ
こびます」と喜んでもらえることが多いです。　

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 12月23日（月・祝）
◆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！

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。 申込みの
内容を確認して

必ず内容確認
サービスを

ご利用ください

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（4）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蹲踞（そんきょ）

抽選申込み締切日 12月23日（月・祝） 当選案内期間 12月26日（木）～12月27日（金）17:00まで
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利用期間 2015年12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
 2014年2月中旬より順次発送いたします。

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、Ｐ8「事業予約サービス」操作方法をご覧下さい。

今回は「その１～10」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
12／23（月・祝）

1

（入場＋フリーアトラクション）

 事業コード 1 3 5 1 8 5

『湯乃市』　入館回数券

利用期間 2014年1月18日（土）～2014年3月31日（月）
 休館日【1/23・2/13　3/12・13】
場　　所 サンリオピューロランド
 京王・小田急線「多摩センター駅」下車徒歩5分
募　　集 300枚
料　　金  区分１　大人（18歳以上）
 1,900円（通常4,400円）
 区分２　中人（12歳～17歳）
 1,500円（通常4,000円）
 区分３　小人（4歳～11歳）
 1,200円（通常3,300円）〈3歳以下は無料です。〉
そ の 他  詳細はhttp：//www.puroland.jp/をご覧下さい。

3

 事業コード

サンリオピューロランドパスポート

1 3 5 1 8 7

有効期限 なし
募　　集 500枚（1会員につき2枚まで）
料　　金 2,700円（通常3,000円）
そ の 他 カードの発送は、振込確認後2014年2月3日より
 順次発送いたします。

2

 事業コード

図書カード　3,000円券

～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。～

1 3 5 1 8 6

会　　期 2014年1月25日（土）～2014年4月6日（日）
 ※会期中無休
開館時間 10：00～20：00（1、2月の火曜日は17：00まで）
会　　場 森アーツセンターギャラリー
 （六本木ヒルズ
 森タワー52階）
 東京メトロ・
 　都営地下鉄
 「六本木駅」下車
募　　集 一般　50枚
料　　金 一般（大人）
 800円
 （通常前売1,300円）
問 合 せ  ハローダイヤル
 TEL 03-5777-8600

4

 事業コード

ラファエル前派展　英国ヴィクトリア朝絵画の夢

1 3 5 1 8 8
～ロンドンのテート美術館が誇る「ラファエル前派」の名画 71点を展示～

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ
 《プロセルピナ》（部分） 1874 年 ©Tate

©’08,　’13  SANRIO/SEGATOYS  S・S/W・TX・JLPC
©’13  SANRIO  APPROVAL  No.P0511116

ジョン・エヴァレット・ミレイ 《オフィーリア》（部分） 1851-52 年　©Tate
（イメージ）

区分間違い
にご注意
ください！！

　写真の蹲踞（そんきょ）は相撲剣道で見慣れた姿勢ですが、
我々一般人にとっては非日常の動作です。私の指圧の患者様
で特に腰痛気味の方に、この蹲踞を勧めております。
　最初は30秒でも辛い思いをした方が3分出来るようになる
と、腰痛がかなり改善されます。理由は日頃失われがちなバラン
スを良くすること即ちインナーマッスルを鍛えることですね。内

腿の筋肉骨盤周辺の筋肉が鍛えられて腰椎仙骨の歪みが改
善されます。この蹲踞からゆっくり立ち上がるスクワットの動作
相撲の仕切りの動作を息を吐きながら10回20回と反復するエ
クササイズもお薦めです。実践していただいた方の感想は「何
気ない動作だけど体の内側から安定を得られて、正に体がよろ
こびます」と喜んでもらえることが多いです。　

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 12月23日（月・祝）
◆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！

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。 申込みの
内容を確認して

必ず内容確認
サービスを
ご利用ください

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（4）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蹲踞（そんきょ）

抽選申込み締切日 12月23日（月・祝） 当選案内期間 12月26日（木）～12月27日（金）17:00まで
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～2014年世界70億人に向けて贈る「ロマンティック コメディー」完成！～

日　時 2014年2月1日（土）14：00開演

日　時 2014年2月2日（日）14：00開演
場　所 KAAT神奈川芸術劇場ホール
 みなとみらい線
 「日本大通り駅」徒歩5分
募　集 各日20枚
料　金 S席　3,800円
 （通常5,000円）
その他  未就学児のご入場はご遠慮ください。
問合せ tvkチケットカウンター　TEL 045-663-9999

5

 事業コード

が～まるちょば　サイレントコメディー JAPAN TOUR 2014

1 3 5 1 8 9

 事業コード 1 3 5 1 9 0

利用期間 2014年1月20日（月）～2014年6月30日（月）まで
場　　所 鎌倉プリンスホテル　ル・トリアノン
募　　集 500枚（1会員4枚まで）
料　　金 2,800円（通常平日3,200円　土日祝3,800円）
営業時間 11：30～15：00まで
そ の 他  必ずご予約の上ご利用ください。
 チケットの発送は、振込確認後
 2014年1月10日（金）より開始いたします。
問 合 せ 鎌倉プリンスホテル　TEL 0467-32-1111

8

 事業コード

鎌倉プリンスホテル　ル・トリアノン　ジョイランチ券
1 3 5 1 9 4

期　　間 2014年2月15日（土）～2014年2月23日（日）
公開時間 午前10時00分～午後5時30分
 （入場は午後4時30分まで）
場　　所　東京ドーム
 JR「水道橋駅」徒歩5分
募　　集 前売り入場券
 100枚
料　　金 1,000円
 （通常1,800円）
そ の 他  保護者同伴の
 小学生以下入場無料　

9

 事業コード

世界らん展日本大賞2014
1 3 5 1 9 5

～継承者たちが魅せる、個性豊かなそれぞれの「立川」をお楽しみください～

日　時 2014年3月9日（日）14：00開演
場　所 鎌倉芸術館　小ホール
 JR「大船駅」徒歩10分
募　集 40枚
料　金 全席指定　2,200円（通常3,000円）
その他  未就学児のご入場はご遠慮ください。
 学生席（小～高校生）あり（鎌倉芸術館のみ取り扱い）
問合せ 鎌倉芸術館　TEL 0120-1192-40

6

 事業コード

かまくら名人劇場　番外編　今日はとことん立川流！

1 3 5 1 9 1

日　時 2014年2月15日（土）　13：30開演

日　時 2014年2月15日（土）　17：30開演
場　所 藤沢市民会館　小ホール
 JR「藤沢駅」徒歩10分
募　集 各50枚
料　金 全席指定
 2,000円（通常3,200円）
出演者 柳家小三治、林家正蔵　他
その他  未就学児のご入場は
 ご遠慮ください。
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

7

 事業コード

落語鑑賞会（冬）「柳家小三治」
1 3 5 1 9 2

 事業コード 1 3 5 1 9 3

利用期間 2014年1月20日（日）～2014年3月31日（月）まで
場　　所 叙々苑 横浜ハマボールイアス店
 横浜市西区北幸2-2-1　ハマボールイアス2F
 「横浜駅」西口徒歩5分
ランチタイム 11：30～16：00まで
募　　集 300枚（1会員4枚まで）
料　　金 1,700円（通常2,700円）
料理内容  キムチ、サラダ、ナムル、
 焼き物[カルビ、ロース、エビ]
 ライス、スープ、デザート、
 ドリンク
そ の 他  ・チケットの発送は振込確認後2014年1月10日（金）
   より開始いたします。
 ・ランチ券ご利用の際は、あらかじめご予約をする
   ことをおすすめいたします。
問 合 せ 叙々苑　横浜ハマボールイアス店
 TEL 045-326-2989

10

 事業コード

横浜ハマボールイアス店
限定　上焼肉ランチ券

1 3 5 1 9 6

（イメージ）

2013年 12月・2014年 1月号 サービスセンターニュース 第8号
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クリスマス
ケーキ販売

店のご紹介
！！   

ケーキの大きさ
4号12㎝
5号15㎝
6号18㎝

実施期間：2013年12月3日～12月25日 
・予約は各販売店へ直接おこなってください             
　※販売店ごとに予約方法・締切日が異なりますので、ご注意ください             
　※予約の際、必ずしおかぜ湘南の会員であり、クーポン券を利用する旨を伝えてください             
・会計時に必ずクーポン券を販売店に提出してください             
　※クーポン券が無い場合は、会員価格での購入が出来ません             
・ケーキの台数に限りがございますので、売り切れ次第終了とさせていただきます             
・ケーキの価格は税込みです             
・ケーキの種類、大きさによりデコレーションが変わります
・ケーキの写真はイメージです 

ケーキの購入方法

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格
 ショートケーキ 4号 ¥2,100 ¥2,730
 ショートケーキ 5号 ¥2,900 ¥3,570
 ショートケーキ 6号 ¥3,700 ¥4,410

クリスマスショートケーキ 4号 ¥2,200 ¥2,700
クリスマスショートケーキ 5号 ¥2,900 ¥3,400
チョコショート 5号 ¥3,100 ¥3,600

ショートケーキ 5号 ¥2,500 ¥3,000
ショートケーキ 6号 ¥3,000 ¥3,500

 生クリーム・デコ 5号 ¥2,200 ¥2,700
 チョコ生クリーム・デコ 5号 ¥2,300 ¥2,800
 ティラミス　ノエル 18㎝ ¥3,000 ¥3,500

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格

予約方法：電話または来店
予約受付締切日：12/20（金）

予約方法：電話または来店
予約受付締切日：12/20（金）

予約方法：電話または来店
予約受付締切日：12/20（金）

予約方法：店頭のみ（完全前金制）
予約受付締切日：12/20（金）

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格

七里ガ浜店　鎌倉市七里ガ浜1-2-4　☎0467-38-1911

ショートケーキ

チョコ生
クリーム・デコ

生クリーム・デコ

イル・ド・ショコラ

かまくらセデリカ

レ・シュー

アマルフィイドルチェ

鎌倉店　鎌倉市小町1-3-7　☎0467-60-4885
茅ヶ崎駅前店　茅ヶ崎市幸町20-1　☎0467-85-3047
茅ヶ崎ラチエン通店　茅ヶ崎市菱沼海岸2-52　☎0467-85-1485

鎌倉市小町2-12-31　☎0467-22-2126

西鎌倉本店　鎌倉市西鎌倉1-1-10　☎0467-31-5288
テラスモール店　藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南1F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎0466-86-7222

クリスマスショートケーキ

チョコショートケーキ

ショートケーキ



✂　きりとり　✂✂　きりとり　✂

クリスマスケーキクーポン券 実施期間
12/3（火）～12/25（水）

（財）湘南産業振興財団（湘南勤労者福祉サービスセンター）

・予約は各販売店へ直接おこなってください             
　※販売店ごとに予約方法・締切日が異なりますので、ご注意ください             
　※予約の際、必ずしおかぜ湘南の会員であり、クーポン券を利用する旨を伝えてください             
・会計時に必ずクーポン券を販売店に提出してください             
　※クーポン券が無い場合は、会員価格での購入が出来ません             
・ケーキの台数に限りがございますので、売り切れ次第終了とさせていただきます             
・ケーキの価格は税込みです             
・ケーキの種類、大きさによりデコレーションが変わります
・ケーキの写真はイメージです 

【注意事項】        
※会計時にクーポン券がない
　場合は割引出来ません        
※会報誌記載のケーキ1個につき1枚使えます        
※記入漏れのあるクーポンは使えません        
※その他の割引券やサービス券の併用は出来ません

コピー不可

 ショートケーキ 5号 ¥2,850 ¥3,350
 ショートケーキ 6号 ¥4,000 ¥4,500
 ブッシュ・ド・ノエル 16㎝ ¥2,500 ¥3,000

 シフォンケーキ 6号 ¥2,600 ¥3,200
 生クリーム 5号 ¥2,700 ¥3,300
 チョコクリーム 5号 ¥2,800 ¥3,400

 フレーズ 5号 ¥2,860 ¥3,360
 フレーズ 6号 ¥3,490 ¥3,990
 ショコラフレーズ 5号 ¥2,860 ¥3,360

 生クリーム 5号 ¥2,500 ¥3,000
 チョコクリーム 5号 ¥2,500 ¥3,000
 ノエル 18㎝ ¥1,650 ¥2,150

 生クリーム 5号 ¥2,500 ¥3,000
 生チョコ 5号 ¥2,500 ¥3,000
 モンブラン 5号 ¥2,500 ¥3,000

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格

予約方法：電話または来店
予約受付締切日：12/20（金）

予約方法：店頭のみ（完全前金制）
予約受付締切日：12/20（金）

予約方法：店頭のみ（完全前金制）
予約受付締切日：12/20（金）

予約方法：電話または来店
予約受付締切日：12/20（金）

予約方法：電話または来店
予約受付締切日：12/18（水）

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格

利用店舗名
クーポン利用日
会員番号
会員氏名
ケーキの種類

ケーキの種類　　　サイズ　　　会員価格　　一般価格

ブッシュ・ド・ノエル

ショートケーキ

フレーズ

シフォンケーキ

生クリーム

生クリーム

生チョコ

鎌倉小川軒

シュガーハウス

ラ・プラージュマイアミ

ストロベリークリーム

湘南GÃTEAUX 倶楽部サフラン

藤沢市藤沢3-1-8-1F　☎0466-26-0085

鎌倉店　鎌倉市御成町8-1　☎0467-25-0660
戸塚店　横浜市戸塚区戸塚町2773　☎045-863-0660

本店　藤沢市片瀬3-16-8　☎0466-23-7733（本店のみ取扱い）

藤沢市本藤沢7-8-1　COM'S　I-101　☎0466-82-3355

本店　茅ヶ崎市東海岸北3-14-23　☎0467-58-0012
ラスカショップ　茅ヶ崎市元町1-1　駅ビル1F　☎0467-87-3660

見本




