友の輪 203 号（令和４年７月号）
イベントひまりん・チケットひまりん 申込書
※事業所番号

※事業所名

※会員番号

※会員名
イベントひまりんをお申込みされる方は、携帯電話番号をご記入ください。

※連絡先電話番号
※ＦＡＸ番号

※会社・自宅・携帯電話

いずれかに○

FAX でお申し込みされる方は、必ずご記入ください。

※マークは必須項目です。

【イベントひまりん】
※申込
ﾁｪｯｸ

□

ツアー・講座等

※参加者氏名（会員・登録同居家族のみ参加可）

参 加

参加者全員の氏名をご記入ください

費（

）内は通常価格

詳しくは会報をご覧ください

8/28（日）

大人

『藤稔狩りと

小学生

石和温泉で昼食＆入浴』

7,000 円（11,815）
5,900 円（9,875）

未就学児 5,000 円（8,495）

ツアー
9/18（日）

□

1,500 円（3,300 円）

『御朱印帳作り』講座

※↑お申込みされるツアー・講座等に✔し、参加される方全員のお名前をご記入ください。

6/26（日）

【チケットひまりん】
※申込

日にち・

ﾁｪｯｸ

有効期限

□

8/26（金）

□

8/27（土）

□
□

価

※

チケット名

申込数

格

１会員制限数

( )内は通常価格

詳しくは会報をご覧ください

8,400（12,000）

『ミュージカル DOROTHY』～オズの魔法使い～

どちらかの日にち２枚まで
未就学児入場不可

『人間になりたがった猫』

【Ｓ席大人】

3,800（5,500）

２枚まで

【Ｓ席小人】

2,300（3,300）

小人＝３歳～小学生

9/10（土）

□

9/10（土）

田原俊彦 DOUBLE T TOUR 2022 Romanticist

5,900（8,500）

２枚まで ３歳以上有料

□

9/14（水）

純烈ｺﾝｻｰﾄ 2022

3,500（7,000）

２枚まで

□

無期限

300（500）

４枚まで

400（800・880）

５枚まで

□

ミスタードーナツ

～R5.7.31（月） 野天湯元

□
□

新･小田井ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ 2022
商品券（額面 500 円）

湯快爽快ざま

全日入湯券

AB 期間

東京サマーランド 1Day ﾊﾟｽ【大人】

未就学児入場不可

４枚まで

大人 2,400

～9/25（日）

【小・中学生】

C 期間
大人 2,900

□

【幼児・シニア】
どちらかに✔してください

⇒

□ＡＢ期間

他金額・各対象年齢

□Ｃ期間

など、詳しくは会報を
ご覧ください。

AB 期間
8 月平日(8/6～8/16 除く)
9/1～9/25(9/21,22 除く）
C 期間
8 月土日、8/6～8/16

↑お申込みされるチケットに✔をし、申込み数をご記入ください。

座間市勤労者サービスセンター

ＦＡＸ

０４６－２６６－２５１６

折り返し、申込完了通知を返信いたします。返信がない場合は受信・送信エラーが
考えられますので、お手数ですが再度お送りくださいますよう、お願いいたします。
※印は必須項目です。

☞裏面に続く

必ずご確認ください

申 込 締 切 日
７月７日（木
７ ７日（木）必着
チケットひまりんの
チケットひまりんのキャンセル
キャンセル・変更は上記期
は上記期日まで可能。その後は
日まで可能。その後はキャンセル不可となり
日まで可能。その後はキャンセル不可となり
キャンセル不可となり買い取りとなります。
買い取りとなります。

お 申 込 み 方 法
FAX：申込書にご記入の上、
FAX：申込書にご記入の上、 FAX.０４６－２６６－２５１６
０４６－２６６－２５１６
※土日祝日に集中しますと
※土日祝日に集中しますと、
、メモリー不足により
メモリー不足により受信できない場合がありますので
受信できない場合がありますので
なるべく平日にご送信くださいますよう、お願いいたします。
：ホームページ
：ホームページからお申し込み
からお申し込み パスワード： tomonowa
WEB（パソコン・スマートフォン）
WEB（パソコン・スマートフォン）
Internet Expl
Explorer では正常に動作しないことがございます。
Microsoft Edge や Google Chrome など別ブラウザでの閲覧を推奨いたします。
：申込書にご記入のうえ添付して送信。
。もしくは必要事項を記載して
もしくは必要事項を記載して送信
もしくは必要事項を記載して送信
メール：申込書にご記入
メール：申込書にご記入のうえ添付して
必要事項を記載してご郵送
必要事項を記載してご郵送
はがき：通常はがきに
はがき：通常はがきに必要事項を記載して
あらかじめ申込書にご記入のうえ、事務局へ直接ご提出もしくはご郵送
その他：あらかじめ申込書にご記入のうえ、
その他 あらかじめ申込書にご記入のうえ、事務局へ直接ご提出もしくはご郵送
電話受付はできません。上記いずれかの方法でお願いします。
電話：電話受付はできません。
電話 電話受付はできません。上記いずれかの方法でお願いします。
FAX・WEB・メールでお申込みの方には、申込完了通知
FAX
・メールでお申込みの方には、申込完了通知
・メールでお申込みの方には、申込完了通知を返信します。
を返信します。
返信がない場合は受信・送信
返信がない場合は受信・送信エラーが考えられますので、
エラーが考えられますので、
エラーが考えられますので、お手数ですが
お手数ですが再度お送り
再度お送りくださいますよう
くださいますよう
お願いいたします。

当

選

発

表

イベントひまりん：
イベントひまりん：7 月 27 日（水）
）頃
チケットひまりん：
チケットひまりん：7 月 15 日（金）
）頃
ホームページにて事業所番号及び会員番号で
ホームページにて事業所番号及び会員番号で発表いたします。
発表いたします。
＊サービスセンターから当選のご連絡（電話
＊サービスセンターから当選のご連絡（電話・メール
サービスセンターから当選のご連絡（電話・メール等）
）はおこなっておりません。
はおこなっておりません。
必ずご自身で当選発表をご確認ください。
ホームページ
ホームページにてご確認が
にてご確認ができない場合は、
できない場合は、
できない場合は、当選発表日以降に
発表日以降に下記
下記事務局までお問い合わせください。
事務局までお問い合わせください。

お支払い期限・引換
お支払い期限・引換（窓口）
（窓口）
イベントひまりん
イ
ひまりん：8 月 9 日（火）
）まで 平日 9：00～16
16：00
チケットひまりん
チケットひまりん：8 月 3 日（水）～
）～8 月 9 日（火
日（火）平日
平日 9：00～16
16：00
上記以外の時間
上記以外の時間にお越しの場合
お越しの場合やチケットの郵送をご希望される方は、事前にご連絡ください
やチケットの郵送をご希望される方は、事前にご連絡ください
やチケットの郵送をご希望される方は、事前にご連絡ください。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

E-Mail

LINE 友だち追加

【 座間市勤労者サービスセンター
座間市勤労者サービスセンター 】
〒252
252-0027
座間市座間 2-2887-2 座間市商工会館 1 階
TEL 046-266-2515
046
2515
FAX 046-266-2516
046
2516
E-mai
mail tomonowa@zama-kinrousya
tomonowa@zama-kinrousya-sc.com
HP
http://zama-kinrousya
http://zama kinrousya-sc.com
sc.com
LINE ID @697unlne
担当：本多
担当：本多・千賀
・千賀

