
●異国情緒あふれるスポットが点在し、見どころがたくさんの長崎県。
●2015年に世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産～製鉄・鉄鋼、
　造船、石炭産業～」に登録された海底炭坑の島「軍艦島」へのツアー
　を実施します。
●緑豊かな閑静な住宅街に建つ「ホテルセントポール長崎」に宿泊します。

〜会員増強〜 28年度 目標会員数 １２,２００人

（公財）湘南産業振興財団　湘南勤労者福祉サービスセンター事務局
〒251-0052 藤沢市藤沢607番地1　藤沢商工会館2階
TEL （0466）50－3900  FAX （0466）24－4500
http://ssc.cityfujisawa.ne.jp

企業数 2,148企業　会員数 11,276人（2016年8月1日現在）
（藤沢 1,522企業 7,041人・鎌倉 456企業 2,795人・茅ヶ崎 170企業 1,440人）　

2016 年 8月・9月号　第 24号

発　　行

加入状況

166201
お申込みは、
P8「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（2名1室）会員・家族（1名1室）

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
8/23（火）

　▲軍艦島（イメージ）▼

▲平和公園（イメージ） ▲原爆資料館（イメージ） ▲浦上天主堂（イメージ）

旅行代金
（おひとり）

集合場所・
時間

会員・同居家族　2名1室
会員・同居家族　1名1室

※旅行代金に含まれるもの・・・往復航空券＋1泊宿泊代金（朝食付）＋長崎市内観光代金　
　　　　　　　　　　　　　（各観光地入場料等）＋長崎市内貸切バス代金

羽田空港　 9:00
※羽田空港へ直接の集合となります。
　詳しい集合場所に関しては旅行のご案内でお知らせいたします。

利　　用
航空会社

全日空（羽田空港発着）
便名：往路NH663便（11：15発）　復路NH670便（20：40着）

宿泊ホテル ホテルセントポール長崎（部屋指定なし）

その他 宿泊ホテルのお部屋は、2名1室が基本となります。1グループ3名様
以上でのお申し込みの場合、お部屋が分かれての宿泊となります。

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。

49,800円
52,800円
49,800円
52,800円

区分1
区分2

（一般料金60,437円）

（一般料金62,937円）

長崎「軍艦島」1泊2日間ツアー

㈱エイチ・アイ・エス オークタワー29F
募集営業所
海外団体旅行グループ横浜営業所
神奈川県横浜市西区北幸2-10-33 
マニュライフプレイス横浜6F 
TEL 045-317-3631 
FAX 045-317-3512 
総合旅行業務取扱管理者　水野由美子
担当者　志賀　雄允 
観光庁長官登録旅行業第724号

取
扱
旅
行
会
社

日程及び募集人数

（定員を超えた場合、抽選）

10 22
土曜日

10 23
日曜日
35人～

1泊2日
最少催行人数30人

羽田空港に直接集合（9：00）＝＝＝ 全
日空663便（11：15）＝＝＝  長崎空港
着（13：10）＝＝＝  平和公園 ＝＝＝ 原爆
資料館 ＝＝＝  グラバー園 ＝＝＝  ホテル
※昼食・夕食は各自

ホテル＝＝＝ 長崎港～端島（13：20集
合、13：50乗船、16：10下船）＝＝＝  
端島（軍艦島観光）＝＝＝  全日空670
便（18：55） ＝＝＝ 羽田空港（20：40）
＝＝＝ 解散　※昼食は各自

昼 ×

夜 ×

1日目

2日目

朝 ○

昼 ×

食事
10
／
22
㈯

10
／
23
㈰

添乗員同行
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秋の収穫祭!!秋の収穫祭!!

三笠会館
鵠沼店

久保牧場
笹久保
バス停

仲之桜
バス停

六地蔵
バス停

六地蔵

サークルK

教会

湘南グリーン
サービス

←用田
消防29団

←長後・用田

※集合は現地（畑）になります
※トイレの準備はありません

湘南台→

大
庭
↓

落合園芸
さつまいも畑

県道

菖
蒲
沢・戸
塚
線

藤
沢・厚
木
線

案内図

雨天
決行

●秋の味覚　サツマイモを苗からの収穫体験。
●落花生掘りも行います。
●秋の味覚　サツマイモを苗からの収穫体験。
●落花生掘りも行います。

サツマイモ＆落花生掘り体験サツマイモ＆落花生掘り体験
開園期間及び日時

10:00～11:30

10 29
土曜日

13:00～14:30

日曜日

10 30

月曜日

10 31
火曜日

11 1

500円500円

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を送付します。
②軍手、シャベル、ビニール袋（雨天の場合は雨具）等は各自で持参してください。
③開園時間内に来場しない場合、収穫が出来ない場合がございます。
　ご注意ください。
④天候等の影響により、不作になる場合がございますので、ご理解のうえ
　お申し込みください。

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。

（定員を超えた場合抽選）

開園場所 落合園芸　藤沢市遠藤３８２８（案内図参照）

収穫予定量 サツマイモ　お1人様　3～4株（予定）
落花生　　  お1人様　2～3株（予定）
※出来具合により変動があります。

第２弾

▲昨年度実施風景▲

参加費 お1人様

500人500人募集人数 全日程合わせて

今回の収穫体験では、「紅あずま」の収穫が
出来ます。
「紅あずま」の特徴は、皮の色は少し紫が
かった濃い赤色で、果肉の色が粉質で繊維
質が少なく、蒸したり焼くとホクホクとネット
リの中間タイプのサツマイモです。
特に焼き芋にしたときには、果肉の色が黄色
くなりとても美味しそうに見えます。また甘味
も強い品種と言われています。
サツマイモは、一般的には貯蔵したほうがデ
ンプン質が糖質に変わり甘みが出て美味し
くなるので、収穫後約2ヶ月くらいが食べ頃の
目安と言われています。しかし紅あずまは貯
蔵性があまり良くなく長期間放置すると食べ
れなくなる場合もあるのでご注意ください。

「紅あずま」豆知識

農 業 ・ 自 然 体 験日時及び募集人数

380人
7:30～10:15（終了予定）9 22

祝・木曜日 （定員を超えた場合、抽選）

●109シネマズ湘南での貸切り映画
　鑑賞会。
●ミニオン短編アニメーション『ミニオンズ：
　アルバイト大作戦』を同時上映。
●鑑賞会終了後のお楽しみ抽選会も
　開催します。

参加費

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 109シネマズ湘南（藤沢市辻堂神台1-3-1 
テラスモール湘南４F） 地図参照
109シネマズ湘南（藤沢市辻堂神台1-3-1 
テラスモール湘南４F） 地図参照

集合場所 テラスモール湘南　１F北①入口前テラスモール湘南　１F北①入口前

集合時間 7時30分（時間厳守）7時30分（時間厳守）

注　意 座席の指定は出来ません。事務局で当選番号が早い方からエクゼクティブ
シート（20席分）から座席を割振りますのでご了承ください。
座席の指定は出来ません。事務局で当選番号が早い方からエクゼクティブ
シート（20席分）から座席を割振りますのでご了承ください。

大人券（高校生以上）

小人券（3歳～中学生）

大人券（高校生以上）

小人券（3歳～中学生）

ポップコーンセット

W コ ン ボ セ ット

ポップコーンセット

W コ ン ボ セ ット
オプション
申し込み

（通常670円）

（通常1,050円）

（通常670円）

（通常1,050円）

（通常前売一般1,300円）

（通常前売小人800円）

（通常前売一般1,300円）

（通常前売小人800円）
※2歳以下のお子様は、保護者1人につき1人膝上鑑賞無料。
　但しお席が必要なお子様は券のご購入が必要となります。
※2歳以下のお子様は、保護者1人につき1人膝上鑑賞無料。
　但しお席が必要なお子様は券のご購入が必要となります。

※ポップコーンセット（塩/キャラメルのハーフ＆ハーフM＋ドリンクM）
　Wコンボセット（塩/キャラメルのハーフ＆ハーフL＋ドリンクM×２）
※ポップコーンセット（塩/キャラメルのハーフ＆ハーフM＋ドリンクM）
　Wコンボセット（塩/キャラメルのハーフ＆ハーフL＋ドリンクM×２）

400円
200円
400円
200円

400円
700円
400円
700円

区分1
区分2

区分3
区分4

今度の主役は、私たち
が飼っているペットた
ち。人間が留守にして
いる時に、ペットたちは
一体どんなことをして
いるのか。
誰もが一度は考えた
ことのあるペットのヒ
ミツの日常を描く！

STORY

「ミニオンズ」
スタッフ最新作

夕食付 添乗員付き

バスツアーバスツアー

日帰り
バス旅行
日帰り
バス旅行

最少催行バス
1台あたり35人

日程及び募集人数

24日㈯コース

45人
9 24
土曜日

25日㈰コース

45人
9 25
日曜日

（定員を超えた場合、抽選）

JAL機体整備工場と
京浜工場夜景クルーズ
JAL機体整備工場と
京浜工場夜景クルーズ

●大人気のJAL機体整備工場見学と京浜工場地帯の夜景をクルーズできるお得なツアー。
●ちょっと早い夕食は、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルのディナーブッフェをお楽しみください。
●大人気のJAL機体整備工場見学と京浜工場地帯の夜景をクルーズできるお得なツアー。
●ちょっと早い夕食は、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルのディナーブッフェをお楽しみください。

その他

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

24日㈯コース　
①鎌倉郵便局前 9:00　②湘南NDビル前 9：30　③湘南台相鉄ローゼン前 10:00
25日㈰コース　
①茅ヶ崎中央公園横 12:00　②湘南NDビル前 12:30　③湘南台相鉄ローゼン前 13:00

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「㈱厚戀
観光」より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･小学生
一 　 般

（大人：一般料金13,300円）

（中学生以上：一般料金13,300円）

（小学生：7,000円）

（大人：一般料金13,300円）

（中学生以上：一般料金13,300円）

（小学生：7,000円）

8,900円
9,500円
4,000円
13,300円

8,900円
9,500円
4,000円
13,300円

24日㈯コース、25日㈰コースは、出発時間、集合場所、行程が

異なりますので、ご確認の上お申し込みください。

※小学生未満は、安全上の理由からJAL整備工場への
　入場が不可のため募集はございません。

注意

区分1
区分2
区分3
区分4

鎌倉郵便局前（9：00）＝＝＝ 湘南NDビル前（9：30）＝＝＝ 湘南台相鉄ローゼン前（10：
00）＝＝＝ JAL機体整備工場 SKY MUSEUM ＝＝＝  羽田空港国際線ターミナル＝＝＝ 
川崎マリエン（展望室案内）＝＝＝ 中華街（自由散策）＝＝＝ ヨコハマ グランド インターコンチ
ネンタル ホテル（ディナーブッフェ）＝＝＝ 京浜工場地帯夜景クルーズ＝＝＝ 湘南台相鉄ロー
ゼン前（21：20頃）＝＝＝ 湘南NDビル前（21：40頃）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（22：05頃） 朝 ×

昼 ×

夜 ○

食事24
日
㈯
コ
ー
ス

茅ヶ崎中央公園横（12：00）＝＝＝ 湘南NDビル前（12：30）＝＝＝ 湘南台相鉄ローゼン前
（13：00）＝＝＝ JAL機体整備工場 SKY MUSEUM ＝＝＝  川崎マリエン（展望室案内）
＝＝＝ ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（ディナーブッフェ）＝＝＝ 京浜工
場地帯夜景クルーズ＝＝＝ 湘南台相鉄ローゼン前（21：20頃）＝＝＝ 湘南NDビル前（21：
40頃）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（22：00頃）

25
日
㈰
コ
ー
ス

㈲厚戀観光
　厚木市妻田西１－１９－５
ＴＥＬ　０４６－２２１－３２２２
ＦＡＸ　０４６－２２１－３２２６
営業時間9時～18時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　小林　孝次
担当者　　内田　浩志
神奈川県知事登録旅行業　第２－３５５号

取
扱
旅
行
会
社

▲ディナーブッフェ（イメージ）▲JAL機体整備工場（イメージ）

▲懇親会会場  江の島アイランドスパ（イメージ） ▲龍恋の鐘（イメージ）

▲江の島島内（イメージ）

▲京浜工場夜景クルーズ（イメージ）参加費

独身男性・女性（年齢問わず）独身男性・女性（年齢問わず）参加資格

江の島島内江の島島内場　　所

小田急線「片瀬江ノ島駅」小田急線「片瀬江ノ島駅」集　　合

日時及び時間

（定員を超えた場合、抽選）

※全センターで80名（予定）の募集となります。

男性

女性

13:30～17:30（終了予定）

日曜日

9 25

♥『恋をしたいけど出会いがない』そんな貴方に・・・。
♥今回の婚活パーティは、婚活の前の恋活です。
♥江の島島内を舞台にゲームをしてお互いの親睦を含めていきます。

♥『恋をしたいけど出会いがない』そんな貴方に・・・。
♥今回の婚活パーティは、婚活の前の恋活です。
♥江の島島内を舞台にゲームをしてお互いの親睦を含めていきます。

出会いの江の島オリエンテーリング出会いの江の島オリエンテーリング

会員・家族 独身男性
会員・家族 独身女性
会員・家族 独身男性
会員・家族 独身女性

一般 独身男性・女性一般 独身男性・女性

3,000円
1,000円
3,800円

3,000円
1,000円
3,800円

区分1

区分2

7人
7人

ペットペット

雨天
決行

雨天
決行

お申込みは、
P8「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（小学生）

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

24日㈯コース  166110
25日㈰コース  166111

お申込みは、
P8「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 独身男性・女性 一般 独身男性・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

特 別 映 画 鑑 賞 会

166411
お申込みは、
P8「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

大人券（高校生以上） 小人券（3歳～中学生）
区分 3

ポップコーンセット
区分 4

Wコンボセット

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
8/23（火）

申し込み
締切日
8/23（火）

申し込み
締切日
8/23（火）

申し込み
締切日
8/23（火）

厚木・小田原・川崎・相模原・平塚・町田・大和　サービスセンター共同事業

独身男性  163404
独身女性  163405

2 名の場合□・□と入力2名の場合□・□と入力0 2
10月29日希望の方は
□・□・□・□と入力
10月29日希望の方は
□・□・□・□と入力2 91 0

お申込みは、
P8「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

申 込 み 人 数

166412

事業コード 利用希望日

テラスモール
湘南

テラスモール
湘南

北口

南口
　藤沢→

　←茅ヶ崎
　辻堂駅　辻堂駅

辻
堂
駅
北
口
大
通
線

集合場所

ⓒ2016 UNIVERSAL STADIOS

ⓒ2016 UNIVERSAL STADIOS

①男女のチームを作る。（クジ引きでチームをわける。）
②チームごと江の島島内にまつわる謎解きゲームを
　行い島内散策を楽しむ。
③散策終了後、表彰式及び懇親会は江の島アイランド
　スパ内「アイランドグリル」で行う。軽食及びフリー
　ドリンク（但しアルコールは用意しておりません。）

♥
今
回
の
企
画
♥
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秋の収穫祭!!秋の収穫祭!!

三笠会館
鵠沼店

久保牧場
笹久保
バス停

仲之桜
バス停

六地蔵
バス停

六地蔵

サークルK

教会

湘南グリーン
サービス

←用田
消防29団

←長後・用田

※集合は現地（畑）になります
※トイレの準備はありません

湘南台→

大
庭
↓

落合園芸
さつまいも畑

県道

菖
蒲
沢・戸
塚
線

藤
沢・厚
木
線

案内図

雨天
決行

●秋の味覚　サツマイモを苗からの収穫体験。
●落花生掘りも行います。
●秋の味覚　サツマイモを苗からの収穫体験。
●落花生掘りも行います。

サツマイモ＆落花生掘り体験サツマイモ＆落花生掘り体験
開園期間及び日時

10:00～11:30

10 29
土曜日

13:00～14:30

日曜日

10 30

月曜日

10 31
火曜日

11 1

500円500円

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を送付します。
②軍手、シャベル、ビニール袋（雨天の場合は雨具）等は各自で持参してください。
③開園時間内に来場しない場合、収穫が出来ない場合がございます。
　ご注意ください。
④天候等の影響により、不作になる場合がございますので、ご理解のうえ
　お申し込みください。

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。

（定員を超えた場合抽選）

開園場所 落合園芸　藤沢市遠藤３８２８（案内図参照）

収穫予定量 サツマイモ　お1人様　3～4株（予定）
落花生　　  お1人様　2～3株（予定）
※出来具合により変動があります。

第２弾

▲昨年度実施風景▲

参加費 お1人様

500人500人募集人数 全日程合わせて

今回の収穫体験では、「紅あずま」の収穫が
出来ます。
「紅あずま」の特徴は、皮の色は少し紫が
かった濃い赤色で、果肉の色が粉質で繊維
質が少なく、蒸したり焼くとホクホクとネット
リの中間タイプのサツマイモです。
特に焼き芋にしたときには、果肉の色が黄色
くなりとても美味しそうに見えます。また甘味
も強い品種と言われています。
サツマイモは、一般的には貯蔵したほうがデ
ンプン質が糖質に変わり甘みが出て美味し
くなるので、収穫後約2ヶ月くらいが食べ頃の
目安と言われています。しかし紅あずまは貯
蔵性があまり良くなく長期間放置すると食べ
れなくなる場合もあるのでご注意ください。

「紅あずま」豆知識

農 業 ・ 自 然 体 験日時及び募集人数

380人
7:30～10:15（終了予定）9 22

祝・木曜日 （定員を超えた場合、抽選）

●109シネマズ湘南での貸切り映画
　鑑賞会。
●ミニオン短編アニメーション『ミニオンズ：
　アルバイト大作戦』を同時上映。
●鑑賞会終了後のお楽しみ抽選会も
　開催します。

参加費

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 109シネマズ湘南（藤沢市辻堂神台1-3-1 
テラスモール湘南４F） 地図参照
109シネマズ湘南（藤沢市辻堂神台1-3-1 
テラスモール湘南４F） 地図参照

集合場所 テラスモール湘南　１F北①入口前テラスモール湘南　１F北①入口前

集合時間 7時30分（時間厳守）7時30分（時間厳守）

注　意 座席の指定は出来ません。事務局で当選番号が早い方からエクゼクティブ
シート（20席分）から座席を割振りますのでご了承ください。
座席の指定は出来ません。事務局で当選番号が早い方からエクゼクティブ
シート（20席分）から座席を割振りますのでご了承ください。

大人券（高校生以上）

小人券（3歳～中学生）

大人券（高校生以上）

小人券（3歳～中学生）

ポップコーンセット

W コ ン ボ セ ット

ポップコーンセット

W コ ン ボ セ ット
オプション
申し込み

（通常670円）

（通常1,050円）

（通常670円）

（通常1,050円）

（通常前売一般1,300円）

（通常前売小人800円）

（通常前売一般1,300円）

（通常前売小人800円）
※2歳以下のお子様は、保護者1人につき1人膝上鑑賞無料。
　但しお席が必要なお子様は券のご購入が必要となります。
※2歳以下のお子様は、保護者1人につき1人膝上鑑賞無料。
　但しお席が必要なお子様は券のご購入が必要となります。

※ポップコーンセット（塩/キャラメルのハーフ＆ハーフM＋ドリンクM）
　Wコンボセット（塩/キャラメルのハーフ＆ハーフL＋ドリンクM×２）
※ポップコーンセット（塩/キャラメルのハーフ＆ハーフM＋ドリンクM）
　Wコンボセット（塩/キャラメルのハーフ＆ハーフL＋ドリンクM×２）

400円
200円
400円
200円

400円
700円
400円
700円

区分1
区分2

区分3
区分4

今度の主役は、私たち
が飼っているペットた
ち。人間が留守にして
いる時に、ペットたちは
一体どんなことをして
いるのか。
誰もが一度は考えた
ことのあるペットのヒ
ミツの日常を描く！

STORY

「ミニオンズ」
スタッフ最新作

夕食付 添乗員付き

バスツアーバスツアー

日帰り
バス旅行
日帰り
バス旅行

最少催行バス
1台あたり35人

日程及び募集人数

24日㈯コース

45人
9 24
土曜日

25日㈰コース

45人
9 25
日曜日

（定員を超えた場合、抽選）

JAL機体整備工場と
京浜工場夜景クルーズ
JAL機体整備工場と
京浜工場夜景クルーズ

●大人気のJAL機体整備工場見学と京浜工場地帯の夜景をクルーズできるお得なツアー。
●ちょっと早い夕食は、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルのディナーブッフェをお楽しみください。
●大人気のJAL機体整備工場見学と京浜工場地帯の夜景をクルーズできるお得なツアー。
●ちょっと早い夕食は、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルのディナーブッフェをお楽しみください。

その他

集合場所
及び

出発時間

旅行代金
（おひとり）

24日㈯コース　
①鎌倉郵便局前 9:00　②湘南NDビル前 9：30　③湘南台相鉄ローゼン前 10:00
25日㈰コース　
①茅ヶ崎中央公園横 12:00　②湘南NDビル前 12:30　③湘南台相鉄ローゼン前 13:00

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「㈱厚戀
観光」より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･小学生
一 　 般

（大人：一般料金13,300円）

（中学生以上：一般料金13,300円）

（小学生：7,000円）

（大人：一般料金13,300円）

（中学生以上：一般料金13,300円）

（小学生：7,000円）

8,900円
9,500円
4,000円
13,300円

8,900円
9,500円
4,000円
13,300円

24日㈯コース、25日㈰コースは、出発時間、集合場所、行程が

異なりますので、ご確認の上お申し込みください。

※小学生未満は、安全上の理由からJAL整備工場への
　入場が不可のため募集はございません。

注意

区分1
区分2
区分3
区分4

鎌倉郵便局前（9：00）＝＝＝ 湘南NDビル前（9：30）＝＝＝ 湘南台相鉄ローゼン前（10：
00）＝＝＝ JAL機体整備工場 SKY MUSEUM ＝＝＝  羽田空港国際線ターミナル＝＝＝ 
川崎マリエン（展望室案内）＝＝＝ 中華街（自由散策）＝＝＝ ヨコハマ グランド インターコンチ
ネンタル ホテル（ディナーブッフェ）＝＝＝ 京浜工場地帯夜景クルーズ＝＝＝ 湘南台相鉄ロー
ゼン前（21：20頃）＝＝＝ 湘南NDビル前（21：40頃）＝＝＝ 鎌倉郵便局前（22：05頃） 朝 ×

昼 ×

夜 ○

食事24
日
㈯
コ
ー
ス

茅ヶ崎中央公園横（12：00）＝＝＝ 湘南NDビル前（12：30）＝＝＝ 湘南台相鉄ローゼン前
（13：00）＝＝＝ JAL機体整備工場 SKY MUSEUM ＝＝＝  川崎マリエン（展望室案内）
＝＝＝ ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（ディナーブッフェ）＝＝＝ 京浜工
場地帯夜景クルーズ＝＝＝ 湘南台相鉄ローゼン前（21：20頃）＝＝＝ 湘南NDビル前（21：
40頃）＝＝＝ 茅ヶ崎中央公園横（22：00頃）

25
日
㈰
コ
ー
ス

㈲厚戀観光
　厚木市妻田西１－１９－５
ＴＥＬ　０４６－２２１－３２２２
ＦＡＸ　０４６－２２１－３２２６
営業時間9時～18時（土日祝休）
総合旅行業務取扱管理者　小林　孝次
担当者　　内田　浩志
神奈川県知事登録旅行業　第２－３５５号

取
扱
旅
行
会
社

▲ディナーブッフェ（イメージ）▲JAL機体整備工場（イメージ）

▲懇親会会場  江の島アイランドスパ（イメージ） ▲龍恋の鐘（イメージ）

▲江の島島内（イメージ）

▲京浜工場夜景クルーズ（イメージ）参加費

独身男性・女性（年齢問わず）独身男性・女性（年齢問わず）参加資格

江の島島内江の島島内場　　所

小田急線「片瀬江ノ島駅」小田急線「片瀬江ノ島駅」集　　合

日時及び時間

（定員を超えた場合、抽選）

※全センターで80名（予定）の募集となります。

男性

女性

13:30～17:30（終了予定）

日曜日

9 25

♥『恋をしたいけど出会いがない』そんな貴方に・・・。
♥今回の婚活パーティは、婚活の前の恋活です。
♥江の島島内を舞台にゲームをしてお互いの親睦を含めていきます。

♥『恋をしたいけど出会いがない』そんな貴方に・・・。
♥今回の婚活パーティは、婚活の前の恋活です。
♥江の島島内を舞台にゲームをしてお互いの親睦を含めていきます。

出会いの江の島オリエンテーリング出会いの江の島オリエンテーリング

会員・家族 独身男性
会員・家族 独身女性
会員・家族 独身男性
会員・家族 独身女性

一般 独身男性・女性一般 独身男性・女性

3,000円
1,000円
3,800円

3,000円
1,000円
3,800円

区分1

区分2

7人
7人

ペットペット

雨天
決行

雨天
決行

お申込みは、
P8「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（小学生）

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

24日㈯コース  166110
25日㈰コース  166111

お申込みは、
P8「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 独身男性・女性 一般 独身男性・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

特 別 映 画 鑑 賞 会

166411
お申込みは、
P8「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

大人券（高校生以上） 小人券（3歳～中学生）
区分 3

ポップコーンセット
区分 4

Wコンボセット

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
8/23（火）

申し込み
締切日
8/23（火）

申し込み
締切日
8/23（火）

申し込み
締切日
8/23（火）

厚木・小田原・川崎・相模原・平塚・町田・大和　サービスセンター共同事業

独身男性  163404
独身女性  163405

2 名の場合□・□と入力2名の場合□・□と入力0 2
10月29日希望の方は
□・□・□・□と入力
10月29日希望の方は
□・□・□・□と入力2 91 0

お申込みは、
P8「事業予約サービス」
操作方法をご覧下さい。

申 込 み 人 数

166412

事業コード 利用希望日

テラスモール
湘南

テラスモール
湘南

北口

南口
　藤沢→

　←茅ヶ崎
　辻堂駅　辻堂駅

辻
堂
駅
北
口
大
通
線

集合場所

ⓒ2016 UNIVERSAL STADIOS

ⓒ2016 UNIVERSAL STADIOS

①男女のチームを作る。（クジ引きでチームをわける。）
②チームごと江の島島内にまつわる謎解きゲームを
　行い島内散策を楽しむ。
③散策終了後、表彰式及び懇親会は江の島アイランド
　スパ内「アイランドグリル」で行う。軽食及びフリー
　ドリンク（但しアルコールは用意しておりません。）

♥
今
回
の
企
画
♥
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エンジョイラン！
「ジョギング教室」
エンジョイラン！
「ジョギング教室」

日程及び募集人数

30人10 16
日曜日

（定員を超えた場合、抽選）

最少催行人数１0人

秋恒例の釣り物、イナダ釣りに挑戦します！
初心者大歓迎 ！ ！ お気軽にご参加ください。
秋恒例の釣り物、イナダ釣りに挑戦します！
初心者大歓迎 ！ ！ お気軽にご参加ください。

（通常2,000円）

湘南、西浜海岸で富士山や江の島を眺めながらのジョギング体験。マラソンに
興味がある方（初心者）向けに、ランニングを楽しく永く続けるための走り方、
効果的なストレッチなど、女性インストラクターが優しく指導いたします！！
着替え場所や練習後のシャワーもご利用いただけます。さらに、参加の方に、
水なしで飲める明治ヴァーム顆粒をもれなくプレゼント！！

湘南、西浜海岸で富士山や江の島を眺めながらのジョギング体験。マラソンに
興味がある方（初心者）向けに、ランニングを楽しく永く続けるための走り方、
効果的なストレッチなど、女性インストラクターが優しく指導いたします！！
着替え場所や練習後のシャワーもご利用いただけます。さらに、参加の方に、
水なしで飲める明治ヴァーム顆粒をもれなくプレゼント！！

その他

集合場所 小田急線「片瀬江ノ島駅」前

持ち物 ランニングウェア、シューズ（動きやすい服、運動靴でOK）

インストラクター 蜷川優子・井筒奈緒美・関本弘美

集合時間

参加費

午前8：20集合～午前11：00解散予定

●雨天決行（雨天時は、室内にて簡単エアロ・簡単ヨガ・ストレッチなどで運動します。）
●練習前に、海で簡単なビーチクリーン活動を行います。
●着替え、貴重品預かり、シャワーが現地フィットネスジム「フレックス湘南」にて無料でご利用いただけます。

会 員・家 族

一 般

500円
2,000円
500円

2,000円
区分1
区分2

イナダ五目釣りイナダ五目釣り

日程及び募集人数

60人10 2
日曜日

（定員を超えた場合、抽選）

最少催行人数
一隻18名

初心者
向け

その他

集合場所 腰越漁港　池田丸 他
鎌倉市腰越2－12－10

集合時間

参加費

集合５：４５　出船６：１５　竿納め１３：００頃

①参加費には、氷、エサ、仕掛1個が含まれます。
②貸し竿、手動リールは無料で貸し出し致します。
③参加決定の方へは、後日詳細案内をお送りします。

会員と家族大人
家 族 小 人
一 般 大 人
一 般 小 人

※小人は中学生まで
5,800円
4,800円
9,500円
8,500円

5,800円
4,800円
9,500円
8,500円

区分1
区分2
区分3
区分4

163406
お申込みは、
P8「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

会員と家族（大人） 家族（小人）
区分 3

一般（大人）
区分 4

一般（小人）

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
8/23（火）

163407
お申込みは、
P8「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

申し込み締切日
8/23（火）

しおかぜ湘南
船釣りを楽しむ会
しおかぜ湘南
船釣りを楽しむ会

4



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

2016 大下園 梨・ブドウ直売割引利用券

４００円引

注意事項
①この券は1人1枚1回限り有効です。
②無記名の場合割引は受けられません。
③もぎ取りの場合は別途料金がかかります。
④利用期間は時間天候等により変動する場合がございます。
⑤会員・家族以外の利用はできません。
⑥季節品ですので、利用期間内に品物が無くなる場合もありますので
　ご了承ください。 公益財団法人 湘南産業振興財団

利用期間 2016年8月8日（月）～2016年9月22日（木・祝）まで AM10:00～PM16:00まで

（※1会員につき、
利用補助は 2回まで）

お持ち帰りの場合のみ有効
お買い上げ400 円未満及び
宅急便扱いは対象外

事業所名

会員氏名

利 用 日

梨・ブドウ直売割引利用券
2 0 1 6 　 　 　 大 下 園

大下園（地図参照）
　　住　所：藤沢市今田１５８
　　連絡先：0466-44-2455
2016年8月8日（月）～2016年9月22日（木・祝）まで
AM10：00～PM16：00まで
梨・ブドウ
○直売のみ割引券有効。
○季節品ですので、利用期間内に品物が無くなる場合も
ありますのでご
了承ください。
○その他注意事項
は、割引券に記
載されておりま
すのでご確認く
ださい。

場　　所

利用期間
開園時間
対 象 品
注意事項

2016 大下園 梨・ブドウ直売割引利用券

４００円引

注意事項
①この券は1人1枚1回限り有効です。
②無記名の場合割引は受けられません。
③もぎ取りの場合は別途料金がかかります。
④利用期間は時間天候等により変動する場合がございます。
⑤会員・家族以外の利用はできません。
⑥季節品ですので、利用期間内に品物が無くなる場合もありますので
　ご了承ください。 公益財団法人 湘南産業振興財団

公益財団法人 湘南産業振興財団

公益財団法人 湘南産業振興財団

公益財団法人 湘南産業振興財団

利用期間 2016年8月8日（月）～2016年9月22日（木・祝）まで AM10:00～PM16:00まで

（※1会員につき、
利用補助は 2回まで）

お持ち帰りの場合のみ有効
お買い上げ400 円未満及び
宅急便扱いは対象外

事業所名

会員氏名

利 用 日

2016 高橋果樹園 梨・リンゴ直売割引利用券

４００円引

注意事項
①この券は1人1枚1回限り有効です。
②無記名の場合割引は受けられません。
③園内での試食はできません。
④利用期間は時間天候等により変動する場合がございます。
⑤会員・家族以外の利用はできません。
⑥季節品ですので、利用期間内に品物が無くなる場合もありますのでご了承ください。
⑦割引券を利用する際必ず園に連絡をしてください。

2016年8月5日（金）～2016年10月31日（月）まで AM10:00～PM16:00まで

（※1会員につき、
利用補助は 2回まで）

（利用前に必ず℡をお願いします。）

（※1会員につき、
利用補助は 2回まで）

（利用前に必ず℡をお願いします。）

お持ち帰りの場合のみ有効
お買い上げ400 円未満及び
宅急便扱いは対象外

事業所名

会員氏名

利 用 日

2016 高橋果樹園 梨・リンゴ直売割引利用券

４００円引

注意事項
①この券は1人1枚1回限り有効です。
②無記名の場合割引は受けられません。
③園内での試食はできません。
④利用期間は時間天候等により変動する場合がございます。
⑤会員・家族以外の利用はできません。
⑥季節品ですので、利用期間内に品物が無くなる場合もありますのでご了承ください。
⑦割引券を利用する際必ず園に連絡をしてください。

2016年8月5日（金）～2016年10月31日（月）まで AM10:00～PM16:00まで

お持ち帰りの場合のみ有効
お買い上げ400 円未満及び
宅急便扱いは対象外

事業所名

会員氏名

利 用 日

2016 鈴木園 柿 もぎ取り体験割引利用券

４００円引

注意事項
①この券は1人1枚1回限り有効です。
②無記名の場合割引は受けられません。
③園内での試食はできません。
④利用期間は時間天候等により変動する場合がございます。
⑤会員・家族以外の利用はできません。
⑥季節品ですので、利用期間内に品物が無くなる場合もありますのでご了承ください。
⑦割引券を利用する際必ず園に連絡をしてください。

利用期間 2016年11月1日（火）～2016年11月下旬まで AM10:00～PM15:00まで

直売及び宅急便扱いは
対象外となります。

事業所名

会員氏名

利 用 日

梨・リンゴ直売割引利用券
2 0 1 6 　 高 橋 果 樹 園

高橋果樹園（地図参照）
　　住　所：藤沢市菖蒲沢951-2
　　連絡先：0466-48-5359
2016年8月5日（金）～2016年10月31日（月）まで
AM10：00～PM16：00まで
梨・リンゴ
○利用時に必ず園に連絡をしてください。
○直売のみ割引券有効。
○季節品ですので、
利用期間内に品物
が無くなる場合も
ありますのでご了
承ください。
○その他注意事項
は、割引券に記
載されておりま
すのでご確認く
ださい。

場　　所

利用期間
開園時間
対 象 品
注意事項

柿 もぎ取り体験割引利用券
2 0 1 6 　 鈴 木 園

鈴木園（地図参照）
　　住　所：茅ヶ崎市芹沢３０８番地
　　連絡先：0467-51-0283
2016年11月1日（火）～2016年11月下旬まで（予定）
AM10：00～PM15：00まで
柿
○開園期間及び利用時に必ず園に連絡をしてください。
○もぎ取りのみ割引券有効。
○直売では、割引券のご利用は出来ません。
○季節品ですので、
利用期間内に品物
が無くなる場合も
ありますのでご了
承ください。
○その他注意事項
は、割引券に記
載されておりま
すのでご確認く
ださい。

場　　所

利用期間
開園時間
対 象 品
注意事項

ここ

茅ケ崎市立
小出小学校

ハックドラック
藤沢遠藤店

小出郵便局
至藤沢至寒川

至海老名

至湘南台

慶應義塾湘南
藤沢中・高等部

神
奈
川
県
立

茅
ヶ
崎
里
山
公
園

小出
大辻

遠藤田方

芹沢東部
自治会館前
バス停

苅込

宝泉寺前

TEL.0466-44-2455

TEL.0466-44-2455

TEL.0466-48-5359

TEL.0466-48-5359

（直売及び宅急便扱いは
　　対象外となります。）

（利用前に必ず℡をお願いします。）
TEL.0467-51-0283

公益財団法人 湘南産業振興財団

2016 鈴木園 柿 もぎ取り体験割引利用券

４００円引

注意事項
①この券は1人1枚1回限り有効です。
②無記名の場合割引は受けられません。
③園内での試食はできません。
④利用期間は時間天候等により変動する場合がございます。
⑤会員・家族以外の利用はできません。
⑥季節品ですので、利用期間内に品物が無くなる場合もありますのでご了承ください。
⑦割引券を利用する際必ず園に連絡をしてください。

利用期間 2016年11月1日（火）～2016年11月下旬まで AM10:00～PM15:00まで

直売及び宅急便扱いは
対象外となります。

事業所名

会員氏名

利 用 日

（直売及び宅急便扱いは
　　対象外となります。）

（利用前に必ず℡をお願いします。）
TEL.0467-51-0283

ザ・プライス

見
本
見
本



新規加入企業（6月・7月付）
事　業　所　名 地　域 加入人数（人）

特定非営利活動法人　藤沢市市民活動推進連絡会 藤沢Ⅰ ２４
ボッ！プらんなー 藤沢Ⅱ １
国城コンサルティング（株） 藤沢Ⅱ ２
ふじ乃寿司 鵠沼 １
健康サポートカンパニー　Studio　A 鵠沼 １
タナカホーム 鵠沼 １
（有）湘技建 村岡 ８
（有）白岩 辻堂 ２０
Grampians（株） 辻堂 １
インテリア・サカタ 六会 ２
社会福祉法人　藤雪会　保育園　小さなほし 六会 ２１
蔬菜園湯澤 六会 ５
MISORA　cafe 鎌倉 ２
（有）ローゼス 鎌倉 ４
介護プラン御成 腰越・深沢 １
公文式　津村教室 腰越・深沢 １
（有）湘栄建装 腰越・深沢 ４
ワタナベ 腰越・深沢 １
金井社会保険労務士事務所 腰越・深沢 １
スタジオN 大船・玉縄 １
バー　メビウス 大船・玉縄 ２
スナック　ダン 大船・玉縄 １
明照フラワーガーデン保育園 大船・玉縄 11
（株）　AOZORA 大船・玉縄 １
高山アパート 茅ヶ崎Ⅰ １
金丸電気　茅ヶ崎店 茅ヶ崎Ⅰ ３
茅ヶ崎市職員共済会連合会 茅ヶ崎Ⅱ ２
琉久ライン（株） 茅ヶ崎Ⅱ ２
司法書士法人　前川・豊岡事務所 茅ヶ崎Ⅱ ４

事務局からのお知らせ
ア . 新規フレンドリーショップ　
下記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。
会員証提示だけで割り引きが受けられますのでご活用ください。尚、ご紹介の店舗は 6月 30 日までにご登録いただきま
した店舗となっております。

イ . 新規割引利用施設（会員証提示及び施設割引利用券で割引が受けられます）
①肩こり、頭痛、腰痛、骨盤矯正、癒し、ほぐしのことならリラックスへ
店 舗 名	 リフレッシュセンター　リラックス
対象店舗	 リラックス全店　藤沢店・戸塚店　他首都圏中心に 18 店舗
割引内容	 全コース 540 円（税込）割引　※タダシ初回登録料 108 円（税込）に対する割引は不可

②ニチイ学館
対　　象	 	 COCO塾　及び　NYUプロフェッショナル学部東京校
割引内容	 １	 COCO塾　入会金　無料+初回教材費　半額
	 ２	 COCO塾ジュニア　入会金　半額
	 ３	 NYU プロフェッショナル学部東京校　入学金　無料+優待価格　受講料５％割引

ウ．平成 27年度決算　報告

結 婚 祝 金 17件
出 産 祝 金 27件
入 学 祝 金 49件
結婚記念祝金 27件

古 希 祝 金 21件
傷病見舞金 15件
死亡弔慰金 45件
永年勤続報奨金 105 件

慶弔給付金支給状況（6・7月分）

次回のサービスセンターニュース第25号は

●　東京ディズニーリゾート
　パークファンパーティ
●　日帰りバスツアー
●　秋のハイキング
●　各種チケットあっせん　他

10月発行の予定です。
主
な
内
容
・
予
定

『お好み焼き　津久井』 《グルメ》
　【住　　所】　鎌倉市御成町 11 － 7	 【電　話】　0467-22-1883
　【営業時間】	 平日 11：30 〜 14：30　17：00 〜 22：00　土日祝　11：30 〜 22：00
　【 定 休 日】　不定休	 【交　　通】　JR 鎌倉駅　徒歩 1分
　【駐車場】　無し	 【割引・特典内容】　ソフトドリンク 1杯サービス

『3rd place cafe’』 《グルメ》
　【住　　所】　茅ヶ崎緑が浜 12 － 1	 【電　話】　080-9179-7182
　【営業時間】	 12：00 〜 21：00（LO/20：00）
　【 定 休 日】　火曜日・不定休有り	 【交　　通】　JR 茅ヶ崎駅南口　徒歩 40 分
　【駐車場】　土日のみ 4台	 【割引・特典内容】　食後にデザートサービス

『MISORA cafe』《グルメ》
　【住　　所】　鎌倉市長谷 1－ 2－ 8	 【電　話】　0467-37-6048
　【営業時間】	 11：00 〜 17：00
　【 定 休 日】　日曜日　第 1・3月曜日	 【交　　通】　JR 鎌倉駅徒歩 17 分　江ノ電　由比ヶ浜駅から 5分
　【駐車場】　無し	 【割引・特典内容】　食事利用に限り 10％ OFF（現金のみ）

経常
収益

（単位：千円）
事業収益
69,567

事業費（SC）
130,847

受託金等収益
4,326 

退職慰労金
給付事業費

21,724

慶弔等給付
事業費
23,300

正味財産
期末残高
52,976

受取補助金等
1,315受取負担金

97,892

雑収益
304

正味財産期首残高
　55,443

（単位：千円）経常
費用

2016年 8月・9月号 サービスセンターニュース 第24号
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・湘南勤労者福祉サービスセンターの運営にあたり、運営委員及び推進員の役員の方々には、会員の意向を事業に反映されるために事務局と
会員とのパイプ役をお願いしております。年 2〜 3回それぞれ運営協議会、推進員全体会議を開催し、事業計画や事業報告などの協議を行っ
ています。
　さらに、日頃より新規加入企業の促進にも努めていただいております。
　平成 28 年 4月から 2年間の任期で下表のとおり各推進員の方々を委嘱させていただきました。（運営委員の方々は、平成 28 年 8月 23 日
で任期満了となります。）
　会員の皆様にご紹介するとともに各委員の方々、今後ともよろしくお願いいたします。
　なお、担当推進員がわからない会員の方は、事務局までお問合せください。

2016 年 4 月現在　　敬称略
地区 ･ 運営委員 区域 事 業 所 名 推 進 員 名 地区 ･ 運営委員 区域 事 業 所 名 推 進 員 名

藤沢Ⅰ地区 1 きばち屋米店 小島　和弘 辻堂地区 42 親栄測量設計㈱ 森井　直実
きばち屋米店 2 ㈲大川自動車工場 大川　秀雄 ㈱富士屋 43 桜井タイル店 桜井　進

砂山　誠 3 ㈱湘南リビング新聞社 十日市　克美 鈴木　実 44 佐藤輪業 吉田　喜一
4 ㈱和田屋 和田　庄治 45 吉田昌広税理士事務所 吉田　昌広
5 竹田匡士税理士事務所 竹田　匡士 46 浜木綿 池谷　貞子
6 星野ランドリー 星野　武司 47 宮下工業㈱ 川畑　博

藤沢Ⅱ地区 7 ㈱長谷川商店 長谷川富男 48 ㈱神原米店 神原　和典
安斉鈑金 8 ㈲天野畳店 吉岡　浩三 49 ㈲国弘製作所 国弘　祐也

安齋　由雄 9 ㈲佐藤商店 佐藤　宗昭 明治地区 50 ㈱落合ビル 落合　輝一
10 みつはし園茶舗 三觜　忠 城南ハイツ 51 ㈱岡本製作所 岡本　禮子
11 山下畳店 山下　兼雄 落合　文子 52 金子クリーニング 金子　建一
12 ㈲湘南農園 市川　章雄 53 ㈱田辺工務店 田辺　勝利

善行地区 13 ㈲板垣商店 板垣　力 54 ㈲相模電気商会 川島　朗
㈱長谷川商店 14 田代屋米店 田代　強 55 建築藤塚 藤塚　チャウ
長谷川　正明 15 ㈲コサカ印刷 小坂　光男 56 ㈲関水住宅 関水　美枝子

16 サロンゆう 小林　義和 六会地区 57 湘南第一病院 鈴木　喜美子
17 デリカテッセンチロル 杉山　文男 湘南第一病院 58 ㈲クリーニング湘南社 鶴田　恵

鵠沼地区 18 佐々木商店 佐々木　義男 小野　勝美 59 ㈲水村工務店 神崎　二三年
㈲双葉屋商店 19 藤沢市民会館サービスセンター㈱ 杉井　隆 60 安岡スタジオ 安岡　静江

板橋　守 20 時宝堂 小圷　勝利 61 ㈲細田精機 細田　功
21 ㈲ハシバ工業 榛葉　正男 62 ㈱湘南ダイイチ 小松　完
22 石黒モータース 石黒　章太 63 ㈱山高 高瀬　勝成
23 大月電気商会 大月　勝司 64 ㈱エスポ 田野　和子
24 ㈱渡辺印刷 上杉　一二 65 ㈲三光自動車整備工場 野渡　光男
25 山ふじ 山上　裕一 66 アトリエ・ブリュー 岸本　安文
26 ㈲佐藤畳店 佐藤　実 長後地区 67 金子サイクル 金子　秀子
27 田中工務店 田中　晃 浅見石材店 68 （名）山村勉強堂薬局 山村　忠夫

村岡地区 28 ㈱須藤製作所 須藤　修司 浅見　栄 69 R サイクルわかやま 若山　喜美江
㈲国井製作所 29 西野クリーニング商会 西野　克広 70 安田工務店 安田　則子
国井　俊宏 30 ㈲デスクサイドコイズミ 小泉　純子 71 小川商事㈲ 小川　麿聖

31 大崎美容室 大崎　千鶴子 72 齋藤クリーニング 齋藤　雅巳
32 理容室スガノ 菅野　雪子 73 マル美容室 角丸　保夫
33 ㈲印刷ひろー 西野　廣 74 山口印刷所 山口　金雄
34 ㈲三木屋 森　久治 遠藤・御所見地区 75 三澤造園 三澤　正拓
35 三喜工業㈱ 佐々木　利雄 ㈲ビューティサロンヒロコ 76 柳屋クリーニング 斉藤　文夫

片瀬地区 36 ㈱キムラ建設 木村　研一 古郡　徹 77 落合園芸 落合　克幸
㈲福島屋物産 37 山本商店 山本　真弘 78 齋藤畳 齋藤　清

福島　進 38 ㈲小川ガラス建材 小川　勝弘 79 ㈲鈴野農機 鈴野　成昭
39 ㈱湘南ライセンス 野口　捷代 80 ヤマモト 山本　共恵
40 小林米店 小林　巌 81 ㈲本間 本間　保雄
41 ㈲アート稲元 寺田　圭次 82 ㈲成勢商店 成勢　啓一

鎌倉地区 84 ㈲ヤザワ 矢沢　照孝 83 藤金園 伊澤　勝巳
㈱塗伸 大船・玉縄地区 86 いけばな小原流教室 木村　光子

奴田　伸宏 ㈱東日本住宅設備
腰越・深沢地区 85 ㈱草正工務店 草柳　栄子 平井　審
医療法人南浜会 茅ヶ崎地区 87 神奈川電設㈱ 大森　江似子

鈴木病院 亀井工業ホールディングス㈱ 88 日本プレス工業 熊澤　孝太郎
中村　洋爾 米山　聖一

各地区運営委員・推進委員のご紹介

2016年 8月・9月号 サービスセンターニュース 第24号
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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 8月23日（火）

◆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込みは事務局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。

インターネットから２４時間事業のお申込みができます！
インターネット申込みスタート！！

入力は、

ピッ ! という

発信音の

あとに！

当選案内期間 8月27日（土）～9月1日（木）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。

ご利用には「しおかぜ湘南Web」に事前登録が必要となります。
詳しくは、しおかぜ湘南ホームページをご覧ください。

◆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週間前までにチケッ
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 
（0466－50－3900） までご連絡ください。 くりかえし

しおかぜ湘南http://ssc.cityfujisawa.ne.jp/

　この時期湘南海岸に足を運ぶ方も多いかと、靴を脱いで、波打ち際で、ランジウォー
クにトライしてみましょう。写真の右の女性が正しいフォームです。左の男性は誤った
フォームの典型です。息をはきながら脚を前方に丁寧に踏込み

ます。左右合せて30歩行います。心拍数上がりますので、ゆっくり歩いて元の位置に戻ります。（砂浜に線を引く
と良い） 20歩10歩と計3セットで時間にして5分かかりません。心拍数上がり楽ではありませんが、裸足の足の
裏が心地良いです。
　又インドアの練習に慣れている方には、きちんと視線を定めないと体がふらつくこともありますが、慣れるに
従って体幹を鍛えられます。
　追記10月16日（日）のフレックス湘南でのエンジョイラン教室ではこのランジ以外にも楽しいエクササイズ
で楽しんでいただきます。多数ご参加お待ちしております。

体がよろこぶエクササイズ（18）
『ベアフット（裸足）でランジ』

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
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有効期間 なし
募集枚数 1300枚（1会員3枚まで）
料　　金 1枚 380円（通常682円）
そ の 他 全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット
 デパート等のハーゲンダッツ商品取扱店約55,000店で
 交換できます。
 引換券のため、釣り銭は一切でませんのでご注意ください。
 ギフト券は振込確認後、10月上旬より
 順次発送致します。

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１～14」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
8／23（火）

 事業コード 1 6 5 1 6 0

日　時 10月28日（金）19：00開演
場　所 神奈川県民ホール
募　集 S席 30枚
料　金 5,800円
 （通常6,800円）

 事業コード 1 6 5 1 6 1

有効期間 なし
募集枚数 500セット
 （1セット500円券×10枚）　
 1会員2セット（20枚）まで　1枚単位での申込は出来ません。
料　　金 4,500円（1セット）（通常5,000円）
そ の 他 店舗により、釣り銭が出ない場合がございますのでご利用前に
 ご確認下さい。加盟店等の詳細はhttp：//www.jfcard.co.jpをご覧下さい。
 1枚につき5円が東日本大震災による被災地の復興支援事業等に寄付されます。
 グルメカードは振込確認後、9月下旬以降に順次発送致します。

 事業コード 1 6 5 1 6 2

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
（0466－50－3900）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。

3

日　時 10月8日（土）17：00開演
場　所 鎌倉宮境内（鎌倉市二階堂154）
募　集 全席指定 40枚
料　金 5,800円（通常7,000円）

第58回鎌倉薪能

 事業コード 1 6 5 1 5 9

2

ハーゲンダッツ　ミニカップギフト引換券
～1枚でお好きなハーゲンダッツ　アイスクリームミニカップ

（120ml）2個と引き換えできます。～

1

有効期間 2017年10月31日まで
場　　所 野天湯元 湯快爽快
 ちがさき
 茅ヶ崎市茅ヶ崎3-2-75
 JR相模線「北茅ヶ崎駅前」
募　　集 500セット（1セット5枚綴り）1枚単位での申込は出来ません。
料　　金 1,800円（1セット5枚綴り）（通常3,750円）
そ の 他 チケット1枚につき大人1名のご入館がご利用頂けます。
 チケットの発送は入金確認後、9月下旬以降順次行います。
 チケットのご使用は湯快爽快　ちがさき店のみです。
問 合 せ  野天湯元 湯快爽快 ちがさき TEL 0467-82-4126

野天湯元 湯快爽快 ちがさき 入館回数券

 事業コード 1 6 5 1 5 8

4

～潮風香る茅ヶ崎の地下より湧き出る天然温泉～

パリ国立オペラ座少年少女合唱団
フランスが世界に誇るパリ国立オペラ座。

その次世代を担う若き音楽家たちの初来日公演 !!
鎌倉宮にて虫の音・月の光・そよぐ風を感じながら、能は
金春流による【葵上（あおいのうえ）】、狂言は野村万作による
【昆布売（こぶうり）】と見ごたえのある演目をお楽しみ頂けます。

5 全国共通お食事券
～東日本復興支援ジェフグルメカード～

昆布売 野村万作 葵上 金春安明

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 8月23日（火）

◆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込みは事務局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。

インターネットから２４時間事業のお申込みができます！
インターネット申込みスタート！！

入力は、

ピッ ! という

発信音の

あとに！

当選案内期間 8月27日（土）～9月1日（木）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。

ご利用には「しおかぜ湘南Web」に事前登録が必要となります。
詳しくは、しおかぜ湘南ホームページをご覧ください。

◆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週間前までにチケッ
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 
（0466－50－3900） までご連絡ください。 くりかえし

しおかぜ湘南http://ssc.cityfujisawa.ne.jp/

　この時期湘南海岸に足を運ぶ方も多いかと、靴を脱いで、波打ち際で、ランジウォー
クにトライしてみましょう。写真の右の女性が正しいフォームです。左の男性は誤った
フォームの典型です。息をはきながら脚を前方に丁寧に踏込み

ます。左右合せて30歩行います。心拍数上がりますので、ゆっくり歩いて元の位置に戻ります。（砂浜に線を引く
と良い） 20歩10歩と計3セットで時間にして5分かかりません。心拍数上がり楽ではありませんが、裸足の足の
裏が心地良いです。
　又インドアの練習に慣れている方には、きちんと視線を定めないと体がふらつくこともありますが、慣れるに
従って体幹を鍛えられます。
　追記10月16日（日）のフレックス湘南でのエンジョイラン教室ではこのランジ以外にも楽しいエクササイズ
で楽しんでいただきます。多数ご参加お待ちしております。

体がよろこぶエクササイズ（18）
『ベアフット（裸足）でランジ』

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
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 事業コード 1 6 5 1 6 8
日　時 9月19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 30枚
料　金 全席指定 2,200円
  （通常3,200円）
その他 未就学児のご入場は
 ご遠慮ください

11『落語鑑賞会（秋）』
落語会の中評価が高い「正統派の雄」と言われる五街道雲助。その五街道雲助に憧れ、
弟子となった桃月庵白酒。 確かな存在感と魅力的な五街道雲助と、目標を聴かれると
人間国宝になりたいと洒落で応える弟子の桃月庵白酒。
そんな二人を中心に日本の伝統芸能「落語」を、湘南台文化センター市民シアターで
お楽しみいただけます。

 事業コード 1 6 5 1 6 7
日　時 9月11日（日）14：00開演
場　所 鎌倉芸術館　小ホール
募　集 20枚
料　金 全席指定 2,500円 （通常3,500円）
その他 未就学児のご入場はご遠慮ください

10 『第31回　かまくら名人劇場　特撰！看板真打の競演』
柳家さん喬・柳亭市馬・立川志らく・桃月庵白酒

日　時 9月29日（木）17：30開演
場　所 茅ヶ崎市民文化会館
募　集 S席　30枚
料　金 5,500円
 （通常6,800円）

 事業コード 1 6 5 1 6 6

サルバドール・ダリ 《子ども、女への壮大な記念碑》 
1929 年、国立ソフィア王妃芸術センター蔵
Collection of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.

ポール・ゴーギャン　《肘掛け椅子のひまわり》
E.G. ビュールレ・コレクション財団　
©Foundation E. G. Bührle Collection, Zurich

フィンセント・ファン・ゴッホ
《自画像》1887 年 City of Detroit Purchase

 事業コード 1 6 5 1 6 3
会　　期 2016年10月8日（土）～2016年12月18日（日）
休 室 日 毎週月曜日、10月11日（火）
 ただし、10月10日（月・祝）は開室
開室時間 9：30～17：30（金曜日、10月22日（土）
 11月2日（水）、11月3日（木・祝）、
 11月5日（土）は20：00まで）
 入室は閉室の30分前まで
会　　場 東京都美術館　企画展示室
 （東京・上野公園）
募　　集 一般 100枚
料　　金 900円（通常当日1,600円）

 事業コード 1 6 5 1 6 4
会　　期 2016年9月14日（水）～2016年12月12日（月）
休 館 日 毎週火曜日
開館時間 10：00～18：00　毎週金曜日は20：00まで　
 ただし10月21日（金）、22日（土）は22：00まで
 入場は閉館の30分前まで
会　　場 国立新美術館
 企画展示室1E
 （東京・六本木）　
募　　集 一般 100枚
料　　金 900円 
 （通常当日1,600円）

6 7『ゴッホとゴーギャン展』 『ダリ展』
～パリで印象派の画家たちに影響を受けながらも、独自の表現を確立していった
フィンセント・ファン・ゴッホ（1853-1890）とポール・ゴーギャン（1848-1903）。
ゴッホが強く望み実現した南フランス・アルルでの二人の共同生活を軸に、
そこに至るまでの画業からその後の影響まで、二人の芸術家の交流と作品の変遷をたどります。 ～

～わが国では約10年ぶりの回顧展となる本展は、ガラ＝サルバドール・ダリ財団（スペイン） 
サルバドール・ダリ美術館（アメリカ）、国立ソフィア王妃芸術センター（スペイン）という
世界の3つの重要なダリコレクションに加え、日本国内からの主要作品が揃います。
油彩のほかドローイング、オブジェ、ジュエリー、書籍、映像など約200点の多様な作品で
構成する日本では過去最大規模のダリ展です。～

9 布施　明　AKIRA FUSE　LIVE2016-2017
豊かな表現力と圧倒的な歌唱力を誇る布施明のライブツアーが今年も
決定いたしました。
多彩なジャンルのプログラム、趣向を凝らしたステージが毎回大好評！
何度聞いても感動する極上の歌声をご堪能ください。
【予定演奏曲】君は薔薇より美しい /シクラメンのかほり /霧の摩周湖 /ほか 事業コード 1 6 5 1 6 5

会　　期 2016年10月7日（金）～2017年1月21日（土）
休 館 日 10月21日（金）
開館時間 9：30～16：30　毎週金曜日は20：00まで　
 入館は閉館の30分前まで
会　　場 上野の森美術館
 （東京・上野公園）
募　　集 一般 100枚
料　　金 900円 
 （通常当日1,600円）

8 『デトロイト美術館展 ～大西洋を渡ったヨーロッパの名画たち～』
かつて富の象徴であった、その町が可能にした奇跡のコレクション。
モネ、ドガ、ルノワール、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、マティス、
モディリアーニ、ピカソほか、巨匠たちの名画が一挙来日！

©山田雅子

脂の乗りに乗った看板真打たちが豪華揃い踏み。
深まり行く秋に聞く、さながら笑いの紅葉狩り。お見逃しなく！
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利用期間 2016年10月1日～2017年3月31日まで
場　　所 「鉢の木」　【北鎌倉店】・【新館】のいずれか　鎌倉市山ノ内350
利用時間 平日11：30～14：30　土・日・祝11：00～15：00
募集枚数 500枚（1会員5枚まで）
料　　金 2,300円（通常3,618円）
コース内容 【北鎌倉店/桂コース】【新館/入れ子膳】となります。
利用案内 ご利用は予約制です。直接利用日の前日までに
 ご予約して下さい。北鎌倉店は水曜日は定休日となっております。
そ の 他 ※お料理にお飲物は含まれていませんのでご注意ください。　　　　
 ※チケットの発送は振込確認後、9月中旬以降の発送となります。
予約・お問合せ TEL0467-23-3723

 事業コード 1 6 5 1 6 9

12『　　　　　　　【北鎌倉店】・【新館】　共通ランチ食事券』～昭和 39年の創業以来、「丁寧な仕事」を合言葉に　日本料理屋ならではの素材を大切にしたお料理と
　　　　　　　　おもてなしをご提供いたします～

▲イメージ

▲イメージ

13 横浜ベイホテル東急   カフェトスカ 平日ランチブッフェ券   クイーン・アリス ディナー券

14

 事業コード 1 6 5 1 7 2
有効期限  2016年10月1日～2017年3月31日まで（除外日：年末年始）
場　　所  東京　帝国ホテル 東京　「パークサイドダイナー」（利用時間11：00～23：00）　　
募　　集 500枚（1会員4枚まで）
料　　金 3,000円（通常5,500円～7,000円相当）
そ の 他 ※料金には消費税・サービス料が含まれています。
　　　　　※予約制ではございません。来店時に食券を係の者にお渡しください。
　　　　　※子ども料金はございません。
　　　　　※食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます。
　　　　　※チケットは振込確認後、9月下旬以降順次発送します。
問い合わせ パークサイドダイナー　TEL 03-3539-8046（直通）

メニュー例
それぞれ1品ずつお選びください
～前菜またはスープ（5品）～
シェフのおすすめオードブル　スモークサーモンとポテトサラダ（S）
本日のスープ　シーザーサラダ　南仏野菜煮込みのタルト仕立て
～メインディッシュ（7品）～
帝国ホテル特製ビーフカレー　シーフードピラフ　サーモンのポワレ　ハンバーグステーキ
薄切り牛肉と茸の和風仕立て 温泉卵添え　ハレクラニ ジョイズスペシャルサンドイッチ
本日のシェフのおすすめ
～デザート（5種）～
ケーキ各種　プチパンケーキ各種　チョコレートサンデー
アイスクリーム　シャーベット
～コーヒーまたは紅茶～

帝国ホテル 東京　パークサイドダイナー　食事券
みゆき通りに面した大きな窓から光が差し込む明るい店内は、ご家族・ご友人との待ち合わせはもちろん観劇やお買い物の際にも
ご利用いただきやすい空間です。お好きなメニューをお選び頂けるスタイルです。

「桂」

「入れ子膳」

有効期限  2016年10月1日～2017年3月31日まで
募　　集 1,000枚（1会員4枚まで）
料　　金 2,400円（通常3,634円）
そ の 他 ※本券は平日限定のランチ券となります。
 　土・日・祝日にランチ券をご利用される場合には、
 　500円の追加料金が発生いたします。
 　　

 事業コード 1 6 5 1 7 0
有効期限  2016年10月1日～
 2017年3月31日まで
募　　集 300枚（1会員4枚まで）
料　　金 6,000円（通常9,000円）
そ の 他 　

Ⅰ「オールデイダイニングカフェトスカ」平日ランチブッフェ券
～西洋料理を中心としたワールドワイドな料理をご堪能ください～
Ⅰ「オールデイダイニングカフェトスカ」平日ランチブッフェ券
～西洋料理を中心としたワールドワイドな料理をご堪能ください～

Ⅱ「クイーン・アリス」ディナー券　　
～石鍋裕シェフがプロデュースする、フランス料理の名店～
Ⅱ「クイーン・アリス」ディナー券　　
～石鍋裕シェフがプロデュースする、フランス料理の名店～
 事業コード 1 6 5 1 7 1

▲イメージ

▲イメージ

※ご利用の際には事前にご予約く
ださい。
予約 TEL 045-682-2216まで

※クリスマス期間、年末年始、レス
トラン特定日などはチケットの
ご利用が出来ません。詳しく
はご予約の際レストランにお問
合せください。

※ご利用の際には、事前にご予約くださ
い。予約 TEL 045-682-2218まで
※クリスマス期間、年末年始、レストラ
ン特定日などはチケットのご利用が
出来ません。詳しくは予約の際レスト
ランにお問合せください。

※ランチ券・ディナー券の発送は振込確認後、9月中旬より順次行います。

 事業コード 1 6 5 1 6 8
日　時 9月19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 30枚
料　金 全席指定 2,200円
  （通常3,200円）
その他 未就学児のご入場は
 ご遠慮ください

11『落語鑑賞会（秋）』
落語会の中評価が高い「正統派の雄」と言われる五街道雲助。その五街道雲助に憧れ、
弟子となった桃月庵白酒。 確かな存在感と魅力的な五街道雲助と、目標を聴かれると
人間国宝になりたいと洒落で応える弟子の桃月庵白酒。
そんな二人を中心に日本の伝統芸能「落語」を、湘南台文化センター市民シアターで
お楽しみいただけます。

 事業コード 1 6 5 1 6 7
日　時 9月11日（日）14：00開演
場　所 鎌倉芸術館　小ホール
募　集 20枚
料　金 全席指定 2,500円 （通常3,500円）
その他 未就学児のご入場はご遠慮ください

10 『第31回　かまくら名人劇場　特撰！看板真打の競演』
柳家さん喬・柳亭市馬・立川志らく・桃月庵白酒

日　時 9月29日（木）17：30開演
場　所 茅ヶ崎市民文化会館
募　集 S席　30枚
料　金 5,500円
 （通常6,800円）

 事業コード 1 6 5 1 6 6

サルバドール・ダリ 《子ども、女への壮大な記念碑》 
1929 年、国立ソフィア王妃芸術センター蔵
Collection of the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Japan, 2016.

ポール・ゴーギャン　《肘掛け椅子のひまわり》
E.G. ビュールレ・コレクション財団　
©Foundation E. G. Bührle Collection, Zurich

フィンセント・ファン・ゴッホ
《自画像》1887 年 City of Detroit Purchase

 事業コード 1 6 5 1 6 3
会　　期 2016年10月8日（土）～2016年12月18日（日）
休 室 日 毎週月曜日、10月11日（火）
 ただし、10月10日（月・祝）は開室
開室時間 9：30～17：30（金曜日、10月22日（土）
 11月2日（水）、11月3日（木・祝）、
 11月5日（土）は20：00まで）
 入室は閉室の30分前まで
会　　場 東京都美術館　企画展示室
 （東京・上野公園）
募　　集 一般 100枚
料　　金 900円（通常当日1,600円）

 事業コード 1 6 5 1 6 4
会　　期 2016年9月14日（水）～2016年12月12日（月）
休 館 日 毎週火曜日
開館時間 10：00～18：00　毎週金曜日は20：00まで　
 ただし10月21日（金）、22日（土）は22：00まで
 入場は閉館の30分前まで
会　　場 国立新美術館
 企画展示室1E
 （東京・六本木）　
募　　集 一般 100枚
料　　金 900円 
 （通常当日1,600円）

6 7『ゴッホとゴーギャン展』 『ダリ展』
～パリで印象派の画家たちに影響を受けながらも、独自の表現を確立していった
フィンセント・ファン・ゴッホ（1853-1890）とポール・ゴーギャン（1848-1903）。
ゴッホが強く望み実現した南フランス・アルルでの二人の共同生活を軸に、
そこに至るまでの画業からその後の影響まで、二人の芸術家の交流と作品の変遷をたどります。 ～

～わが国では約10年ぶりの回顧展となる本展は、ガラ＝サルバドール・ダリ財団（スペイン） 
サルバドール・ダリ美術館（アメリカ）、国立ソフィア王妃芸術センター（スペイン）という
世界の3つの重要なダリコレクションに加え、日本国内からの主要作品が揃います。
油彩のほかドローイング、オブジェ、ジュエリー、書籍、映像など約200点の多様な作品で
構成する日本では過去最大規模のダリ展です。～

9 布施　明　AKIRA FUSE　LIVE2016-2017
豊かな表現力と圧倒的な歌唱力を誇る布施明のライブツアーが今年も
決定いたしました。
多彩なジャンルのプログラム、趣向を凝らしたステージが毎回大好評！
何度聞いても感動する極上の歌声をご堪能ください。
【予定演奏曲】君は薔薇より美しい /シクラメンのかほり /霧の摩周湖 /ほか 事業コード 1 6 5 1 6 5

会　　期 2016年10月7日（金）～2017年1月21日（土）
休 館 日 10月21日（金）
開館時間 9：30～16：30　毎週金曜日は20：00まで　
 入館は閉館の30分前まで
会　　場 上野の森美術館
 （東京・上野公園）
募　　集 一般 100枚
料　　金 900円 
 （通常当日1,600円）

8 『デトロイト美術館展 ～大西洋を渡ったヨーロッパの名画たち～』
かつて富の象徴であった、その町が可能にした奇跡のコレクション。
モネ、ドガ、ルノワール、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、マティス、
モディリアーニ、ピカソほか、巨匠たちの名画が一挙来日！

©山田雅子

脂の乗りに乗った看板真打たちが豪華揃い踏み。
深まり行く秋に聞く、さながら笑いの紅葉狩り。お見逃しなく！
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●あらかじめ下絵となる線画が描いてあることで、塗るだけで、
　完成度の高い作品が仕上がります。絵が苦手の方でも美しい
　絵を描くことが出来、高い満足感を得られます。また近年はスト
　レス対策・メンタルヘルスの一環として新たな趣味として愛好
　者が増えています。

日　時 9月25日（日）　９：００～１６：００
会　場 腰越漁港　※案内図参照
内　容 「魚の直売」や「鎌倉野菜の販売」など

各種イベントが開催されます。（予定）
その他 荒天等により中止になる場合がございます。

開催の有無の確認方法は、9月以降しおかぜ湘南
HP上に掲載いたしますので、ご確認ください。

腰越みなとまつり出店のお知らせ

日時及び時間

（定員を超えた場合、抽選）

10:00～11:30
（終了予定）土曜日

1510 25人

日時及び時間

（定員を超えた場合、抽選）

《午前の部》　  9:00～12:00
《午後の部》 13:30～16:30

土曜日
109

日曜日
119
10人
各回

その他 大人の塗り絵教室ですが、小学生以上
のお子様の参加も大丈夫です。

場　所 藤沢商工会館5階　503会議室

講　師 サクラクレパス認定  大人の塗り絵講師

会員・同居家族
一 　 般

800円
2,500円
800円

2,500円
区分1
区分2

参加費
（おひとり）

講習内容 パドルの漕ぎ方、クルージング等

場　所 片瀬海岸東浜（シルフィードクラブ）

持ち物 水着、着替え、バスタオル、
ビーチサンダル等

会員・同居家族
一 　 般

※参加費にはボード、ウェットスーツレンタル、
　施設利用料が含まれます。
※参加は高校生以上から
※最少催行人数　各回5人

スタンドアップパドル・サーフィン（通称：ＳＵＰ）はハワイの伝説的ビッグウェーバーたちが波のない時
のトレーニングとして取り入れたのが始まりです。海を気持ちよくクルージングしたり、波に乗ること
もでき、シェイプアップにもなります！

※参加費に含まれるもの（講師料＋教材＋クーピーペンシル　
　8色セット＋『やさしい大人の塗り絵 身近な春の花編』1冊）

2,000円
5,000円
2,000円
5,000円

区分1
区分2

参加費
（おひとり）

▲配布物見本

『大人の塗り絵クーピーBOX』（河出書房新社）より

▲SUP（イメージ）

▲レッスン風景（イメージ）

昨年のロングボード教室に続くマリンスポーツ企画、ＳＵＰ教室の開催です ！
マリンスポーツ経験のない初心者でも簡単に始められます！ ！

スタンドアップパドルサーフィン（ＳＵＰ）教室！スタンドアップパドルサーフィン（ＳＵＰ）教室！

  9：00   13：30　受付、着替え
  9：30   14：00　講習開始　海上レッスン
11：30   16：00　着替え、ミーティング
12：00   16：30　解散

午前の部 午後の部 レッスン内容

▲一昨年実施風景

大人の塗り絵 体 験 教 室 　

完成までのイメージ

163504
お申込みは、
P8「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

申し込み締切日
8/23（火）

お申込みは、
P8「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

申し込み
締切日
8/23（火） 午前  1634089/10

㈯ 午後  163409
午前  1634109/11

㈰ 午後  163411

アルミマウンテン

ボトル

アルミマウンテン

ボトル

プレゼント引換券

プレゼント引換券発行：しおかぜ湘南

来場者プレゼント！！サービスセンター会員及び家族限定
しおかぜ湘南特製『アルミマウンテンボトル』先着50名にプレゼント！！
左下のプレゼント引換券を出店ブースにお持ちください。

神
戸
川

神
戸
川

腰越漁港

東浜海岸

江ノ電
腰越駅
江ノ電
腰越駅

小動
神社

←江の島方面

鎌倉
方面
→

案内図

2016年 8月・9月号 サービスセンターニュース 第24号




