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公益財団法人  さいたま市産業創造財団  勤労者福祉サービスセンター

働く人と家族のための　エンジョイ生活情報誌

イベント・おすすめ情報 P１～３

·次郎柿のあっ旋
·ヨーロッパ野菜つめ合わせセット
·モスカード

　
産地直送フルーツ　～旬の味覚をおトクにお届け～
次郎柿のあっ旋（２Ｌサイズ・Ｌサイズ）

毎年、たくさんの会員にお申込みいただいている秋の味覚の代表の１つ『柿』のあっ旋です。
ご家庭用のお徳用訳あり品のご用意もあります。

１会員いずれか１点まで

· 日帰り温泉・温浴施設共通利用補助券
·みかん狩り補助券
· スキー場リフト券共通補助券
·横浜・ 八景島シーパラダイス秋の感謝月間

インフォメーション P４～７

ほか

お知らせ P８

·事業所内感染防止対策 補助金

ほか

申込期限：10月25日
（月）まで

会員専用の申込書（会員専用ページよりダウンロード）に必要事項を
記入し、足立柿園に直接お申込みいただきます（FAX）。
記入事項に漏れや誤りがありますと、注文を受付できない場合があ
ります。
また、天候や収穫時期により発送日は多少前後する場合があります
ので、ご了承ください。

注意事項 〉〉〉

 〉〉〉

 〉〉〉

陽だまりの里「足立柿園」 （静岡県浜松市浜北区大平938）

　10月25日までに
　会員専用申込書を
　FAX

1 　11月中旬頃から、
　足立柿園より
　商品発送

2 　同封されている
　請求書でお支払い
　（コンビニまたは郵便局）

3

生産者生産者

※料金は、通常送料・消費税込みとなります。
　北海道・沖縄・離島宛の場合には、追加送料別途加算（会員負担）となります。

ht tps : / /www.adach i -kak ien .com/

申込み・申込み・
支払い支払い
方法方法

料 金料 金

🅐 贈答用２Ｌサイズ
12個入り
2,600円

🅑 訳ありＬサイズ
32個入り
4,900円

お得！ 次郎柿ってどんな柿？
四角ばった形で種は少なく

果肉は堅め、
コリコリとした食感が特徴です。

訳あり柿は、糖度は贈答
用と変わりませんが、柿
の表面の皮に傷がついて
しまっている程度で、お
召し上がりには全く問題
ない商品です。
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対　　象
正会員・ふろむ会員

申込方法
インターネットでお申込みください。
▶インターネット　https://www.sozo-saitama.or.jp/workjoy
　　 検索ワークジョイさいたま 　でも検索できます。
　　※ 会員ＩＤ・パスワードを入力してログインし、お申込みください。

支払方法
代金引換郵便で着払い（自宅または勤務先を指定）
　※ 代金引換郵便で合計金額が10,000円未満の場合、別途手数料300円がかか

ります。（会員負担）。
　　 複数のイベントやチケットなどをお申込みの場合、申込や発送時期が異なる

ものについては適用されません。同時発送を希望するチケットなどがある場
合には、同時に申込みください。

注意事項
１）募集開始前の申込みはできません。
２） 連絡先には、必ず平日日中に連絡がつく電話番号の入力をお
願いいたします。

イベントやおすすめ情報を
紹介するコーナーです。

EVENT
               INFORMATION

イベント・おすすめ情
報

申込み後のキャンセルは出来ません。買取りになります。

会員専用ページから
お申込みください

https://www.sozo-saitama.or.jp/workjoy

４月１日より、新型コロナウィルス感染拡大防止を目的として、窓口
での対面販売を廃止とさせていただきました。商品のお受け取りは代
金引換郵便をご利用ください。

料　　金▪2,500円／１枚（3,000円分）　　枚　　数▪200枚　　有効期限▪最後の入金日または利用日から３年
申込期間▪10月７日（木）10：00～10月12日（火）14：00
受渡開始▪10月28日（木）発送見込み　　 発送まで少しお時間をいただきます
そ の 他▪�ポイントについて：通常は3,000円以上の入金で１％、毎月25～29日の「モスカードの日」
　　　　　は1,000円以上の入金で４%のＭＯＳポイントを差し上げます！（１ポイント＝１円）

料　　金▪5,000円／１セット（1,000円×６枚＝6,000円分）
数　　量▪100セット　　有効期限▪2026年12月31日（５年間有効）
申込期間▪10月12日（火）10：00～10月25日（月）14：00
受渡開始▪11月１日（月）発送見込み
そ の 他▪�・お釣りは出ません。
　　　　　・利用できる店舗は右記ＱＲコードよりご確認ください。

料　　金▪❶、❷いずれも2,500円／１枚（3,000円分）
枚　　数▪❶100枚　❷50枚
有効期限▪約２年（店舗利用またはチャージでさらに２年延長）
申込期間▪10月19日（火）10：00～11月１日（月）14：00
受渡開始▪11月８日（月）発送見込み

料　　金▪2,500円／１枚（3,000円分）　　枚　　数▪400枚
有効期限▪約10年（カード裏面に記載）
申込期間▪10月12日（火）～10月18日（月）14：00
当選発表▪10月20日（水）10：00会員専用ページ『利用履歴照会』より
　　　　　ご確認ください。
受渡開始▪10月25日（月）発送見込み

料　　金▪2,500円／１枚（3,000円分）　　枚　　数▪200枚
有効期限▪約２年（店舗利用またはチャージでさらに２年延長）
申込期間▪10月７日（木）10：00～10月12日（火）14：00
受渡開始▪10月28日（木）発送見込み　 発送まで少しお時間をいただきます

モスカード（3,000円分）事業番号
215614

全国のモスバーガー・マザーリーフのお店で使えるチャージ式プリペイドカードです。※一部店舗を除く

10月７日（木）10：0
0から申込開始

先着順

こども商品券（6,000円分）事業番号
215617

お子様への「誕生日・クリスマスプレゼント」「入園・入学祝い」「卒園・卒業祝い」
「クリスマスプレゼント」だけではなく、お子様にまつわるギフトシーンに最適です。

10月12日（火）10：
00から申込開始

先着順

❶タリーズカード ❷コメカ（コメダ珈琲）（各3,000円分）事業番号
215618

前回好評だったタリーズカード、コメカが、皆さまのリクエストの声にお応えし、早くも再登場します。
いずれも、全国の店舗で利用可能なプリペイドカードです。

10月19日（火）10：
00から申込開始

先着順

図書カードNEXT（3,000円分）事業番号
215616

全国の書店などの取扱い加盟店で利用可能。秋の夜長に読書はいかがですか。

𠮷野家プリカ（3,000円分）事業番号
215615

全国の𠮷野家で使えるチャージ式プリペイドカードです。

10月７日（木）10：0
0から申込開始

先着順

１会員４枚まで

１会員４セットまで

１会員各４枚まで

１会員４枚まで

１会員４枚まで

繰り返し入金できてポイントもたまる！

おうち時間応援10月12日（火）から申
込開始

抽選

＊実際の絵柄とは異なる場合があります

使えるお店

　
産地直送野菜　～旬の味覚をおトクにお届け～
ヨーロッパ野菜つめ合わせセット

さいたまヨーロッパ研究会が生産したヨーロッパ野菜を、旬な詰め合わせセットにして販売します。
普段なかなかお目にかかれない貴重な野菜が食卓を彩ります！

１会員各１点まで

申込期限：11月15日
（月）まで

先着順

天候や収穫時期により発送日は多
少前後する場合がありますので、
ご了承ください。
申込みにあたり、事前に食べチョ
クの会員登録が必要となります。

注意事項 〉〉〉

 〉〉〉

農事組合法人FENNEL（さいたまヨーロッパ野菜研究会�生産者団体）

　 10月20日（水）～11月15日（月）までに
　食べチョク（上記QRコード）から
　直接申込み・支払い（クレジットカード決済）

　※申込み時、必ず“会員番号”を入力してください。

1 　11月下旬頃より
　生産者より
　商品発送

2

生産者生産者

料金料金

セット
内容

�申込み・�申込み・
支払い支払い

※ 料金は、通常送料・消費税込みと
なります。関東甲信越、富山、石
川、福井、中部以外宛の場合には、
追加送料別途加算（会員負担）とな
ります。

ht tps : / / sa iyo roken . j imdof ree .com/

ヨーロッパ野菜
詰め合わせセット（Ｓ）
2,500円�（50セット／先着順）

ヨーロッパ野菜
詰め合わせセット（Ｍ）
3,500円�（50セット／先着順）

【この時期の旬のヨーロッパ野菜】
サボイキャベツ（ちりめんキャベツ）、チーマ・ディ・ラーパ（西洋ナバナ）、ラディッキオ　キオッジャ（トレビス）、
カリーノケール、コールラビ、カーボロネロ　…など。

＊カードデザインは変更になる場合があります

＊カードデザインは変更になる可能性があります

 旬のヨーロッパ野菜の中から、おすすめのものを（Ｓ）５～７種類ぐらい、（Ｍ）７～10
種類ぐらい詰め合わせてお送りします。

サラダ
や

スープ
などに

オスス
メ

＊写真はイメージです
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「会員証提示」＆「スキー場リフト券共通補助券」で割引利用できます。
各スキー場の料金等の詳細は、11月下旬頃、ワークジョイさいたまホームページ“最新情報”でご案内します。

補助金額▪2,000円分（500円券×４枚／１セット）　補助対象：入館料（大人のみ）　※500円未満の場合は対象外
有効期間▪2021年11月１日～2022年３月31日（５ヵ月間）
申込期間▪10月12日（火）10：00～
受 渡 し▪10月27日（水）頃より、原則ご自宅宛に発送します。※送料はワークジョイさいたまが負担します。

利用方法▪

補助金額▪2,000円分（500円券×４枚／１セット）
有効期間▪2021年12月１日～2022年３月31日（４ヵ月間）
申込期間▪11月２日（火）10：00～

受 渡 し▪11月10日（水）頃より、原則ご自宅宛に発送します。
　　　　　※送料はワークジョイさいたまが負担します。

対象施設▪18スキー場

対象店舗▪全10店舗で利用可能

対象店舗を利用時、補助券の利用で入館料（大人のみ）が500円引きになります。

スキー場リフト券共通利用補助券事業番号
212104

日帰り温泉・温浴施設共通利用補助券事業番号
212102

１会員１セットまで

先着順

先着順

期間限定のお得な情報をはじめ、新規割引提携施設・店舗の案内やサービス内容の
変更などをお知らせするページです。

　　　事業内容＆お知
らせINFORMATION

         

10月12日（火）10：
00から申込開始

11月２日（火）10：0
0から申込開始

心も体も
ゆったり

リフレッシュ！

対象店舗で
会計（または入館）時に
利用補助券を提出

補助券１枚につき
500円割引で
お支払い

使用上の注意�　  補助券１枚につき１名のみ利用可��
　店舗によって補助券の使用条件（他の割引券との併用不可、現金
のみ対応など）が異なる場合がありますので、使用前に必ず店舗に
ご確認のうえ、ご利用ください。

アイコンの説明
 所在地　  電話番号　  本人負担料金（補助券利用時）

BIO-RESORT HOTEL＆SPA 
O Park OGOSE

 入間郡越生町上野3083-1
 049-292-7889
 050円（平日）

　 100円（土休日）

昭和レトロな温泉銭湯
玉川温泉

 比企郡ときがわ町玉川3700
 0493-65-4977
 230円（平日）

　 280円（土休日）

湯快爽快
湯けむり横丁　おおみや
 さいたま市西区三橋5-1010
 048-620-1126
 250円（平日）

　 370円（土休日）

おふろcafé　ハレニワの湯
※旧 おふろ café bivouac

 熊谷市久保島939
 048-533-2614
 680円（平日）

　 780円（土休日）

おふろcafé　白寿の湯
 児玉郡神川町渡瀬337-1
 0274-52-3771
 180円（平日）

　 280円（土休日）

極楽湯上尾店
 上尾市上尾村500-1
 048-779-2641
 140円（平日）

　 240円（土休日）

さいたま清河寺温泉
 さいたま市西区大字清河寺683-4
 048-625-7373
 220円（平日）

　 320円（土休日）

おふろcafé utatane
 さいたま市北区大成町4-179-3
 048-856-9899
 550円（平日）

　 670円（土休日）

美楽温泉　SPA-HERBS
 さいたま市北区植竹町1-816-8
 048-669-6626
 435円（平日）

　 655円（土休日）

杉戸天然温泉　雅楽の湯
 北葛飾郡杉戸町杉戸2517
 048-053-4126
 600円（平日）

　 600円（土休日）

さいたま市内

さいたま市内

さいたま市内

さいたま市内

１会員１セットまで

新潟県 群馬県

長野県

石打丸山スキー場
舞子スノーリゾート
湯沢中里スノーリゾート
ムイカスノーリゾート

ニノックススノーパーク
キューピットバレイ
湯沢高原スキー場

たんばらスキーパーク
水上高原スキーリゾート
奥利根スノーパーク
川場スキー場

栃木県 ハンターマウンテン塩原
マウントジーンズ那須

シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
小海リエックス・スキーバレー
八千穂高原スキー場
菅平高原スノーリゾート
鹿島槍スキー場

  会員証提示＆スキー場リフト券共通補助券で割引利用できるスキー場

昨年は約300人の会員の方にご利用いただいたみかん狩りです。
園内のみかんは、甘味と酸味のバランスが絶妙です。
試食自由・おみやげ約１kg付き。家族やお友達とお楽しみください。

料　　金▪100円／１人（通常600円／１人）※４歳未満は無料
営業期間▪10月24日（日）～12月上旬（予定）
利用方法▪ ガイドブック巻末の「イベント共通利用補助券」を切取っていただき、入口で利

用料金（100円／１人）と一緒に提出してください。
　　　　　※補助券は、１名につき１枚必要で最大５枚（５名分）までご利用いただけます。

みかん狩りに行こう！

・開園日は変更となる場合があります。必ず、お出かけ前に営業状況をご確認ください。
・持ち帰り料金は１kgあたり250円ですが、補助対象外となります。

12月上旬まで期間限定 補助券使用で100円／１人に！

風布やまき園�（埼玉県大里郡寄居町風布138　TEL：048-581-6893）

※アクセスなどの詳細はホームページをご覧ください。
ht tps : / /yamak ien .web . f c 2 .com/

会場会場

お問合せ先
風布やまき園

TEL：048-581-6893

広々とした園内を自
由に試食しながら

散策してみよう

専用サイトより割引券を印刷できます。団体名は「全福センター」と記入してください。
http://www.princehotels.co.jp/keiyaku/　　

  Prince Snow Resorts 割引　苗場スキー場、かぐらスキー場　ほか

京王プラザホテル  おせち料理のご案内
「農事功労章シュヴァリエ」に続き「黄綬褒章」を受章した、
名誉総料理長 市川博史を中心に、各料理長監修のもと３種の寿ぎ膳をお届けいたします。
内　　容▪ 申込方法▪�直接、ホテルへ電話（ワークジョイさいたまの会員

である旨を伝えてください）またはFAX（会員専用
ページよりダウンロード可）でお申込みください。

そ の 他▪�各種おせちは、仕入れ状況によ
り料理内容が変更となる場合が
あります。

　　　　　 商品の特性上、お取替え、
　　　　　ご返品はご容赦ください。

料金等の詳細は、11月下旬頃、ワークジョイさいたまホームページ
“最新情報”でご案内します。

11月30日（火）締切

京王プラザホテル　おせち担当　
TEL 0120-470-110　／　FAX 03-3344-1620

【受付時間】11：00～18：00

商　　　品 一般料金 会員料金

和食一段重（1～2名様用）
30㎝×18㎝×4㎝

26,000円 21,000円

和洋中二段重（3～4名様用）
　一の重：日本料理
　二の重：西洋・中国料理

22㎝×22㎝×4.3㎝

37,000円 31,000円

和洋中三段重（5～6名様用）
　一の重：日本料理
　二の重：西洋料理
　三の重：中国料理

22㎝×22㎝×4.3㎝

52,000円 44,000円

お召し上がりの24時間前に、冷蔵庫にて保管いただき、
自然解凍することで美味しくお楽しみいただけます。

クール便にて
12月30日（木）に
お届けします。
※時間指定不可



6 ワークジョイさいたまNEWS　No.132 7ワークジョイさいたまNEWS　No.132

期間限定のお得な情報をはじめ、新規割引提携施設・店舗の案内やサービス内容の
変更などをお知らせするページです。

　　　事業内容＆お知
らせINFORMATION

         働く人の支援講座を開催します

さいたま市勤労者支援資金融資（住宅・教育・冠婚葬祭）をご利用ください

　市内在住または在勤の方を対象に、労働に関する基礎知識
に加え、メンタルヘルスやハラスメント、働く人を守る社会
保障制度について学ぶ講座を、11月10日（水）より開催しま
す。
〈11月開講講座（全５回）〉
働く人を守る労働法～令和時代の新しい知識～
※詳細はホームページでご確認ください。
会　　場□大宮ソニックシティ807会議室

　さいたま市では、中央労働金庫の窓口を通じて、住宅（リ
フォームを含む）、教育や冠婚葬祭に係る必要な資金の融
資のあっせんを行っています。
融資内容□

※詳細は、ホームページでご確認ください。 所管：さいたま市労働政策課　TEL048-829-1370

問合せ　さいたま市働く人の支援講座受付係
受託事業者：（株）シグマスタッフ　TEL 048-871-9771
ホームぺージ
https://www.sigma-staff.co.jp/education/2021_
saitamashi_hatarakuhito/

申込み・問合せ先　株式会社アーテム
〒130-0022　東京都墨田区江東橋１-12-８　ＫＤビル８Ｆ
TEL 03-6659-5705　FAX 0120-711-768

申込み・問合せ先
丸大食品株式会社 宇都宮営業所　　担当：金田
〒329-0512　栃木県下野市下石橋545
TEL 0285-51-2986（月～金10：00～16：00）
FAX 0285-51-0386

ホームページ
https://www.city.saitama.jp/001/005/005/p014083.html
申込要件や必要書類等の詳細は、下記融資窓口へお問合せください。
融資窓口　中央労働金庫　さいたま支店　TEL 048-864-0500
　　　　　　　　　　　　大宮支店　　　TEL 048-645-0011

資金の使途 融資限度額 返済期間 利率
住宅資金 500万円 10年以内 年2.1％
教育資金 500万円 10年以内 年2.5％
冠婚葬祭資金 200万円 10年以内 年2.8％

　市内企業を対象に開催する、雇用管理セミナーの参加企業
を募集します。今回のテーマは「押さえておくべき労働法　
社内トラブル、こんな時どうする？」です。
日　　時□令和３年11月25日（木）　10時～12時
場　　所□ワークステーションさいたま（北浦和駅東口徒歩１分）

※詳細は、以下の受託事業者までお問い合わせください。

ホームページ
https://marumi30 .jp/saitama_support/for-
management
メール　info@marumi30.jp
問合せ／申込み
受託事業者：（株）まるみ　TEL 048-940-0010

求人企業向け雇用管理セミナーの
参加企業を募集します

さいたま市 労働政策課より

横浜・八景島シーパラダイス  感謝月間

マウントジーンズ那須　紅葉ゴンドラ  特別割引

　　  アソボ～ノ！  親子入館券

10月と11月だけ！
『秋の感謝月間特別プラン補助券（会員専用ページよりダウンロード）』を使うと、普段よりさらにお得にご利用いただけます。

那須高原の秋は紅・黄・橙と、とても穏やか。
那須ゴンドラで一面の紅葉を堪能し、散策コースやトレッキングコースで澄んだ空気と深い紅葉を肌で感じながら、
のんびりと一日をお過ごしください。

都内最大級の屋内型キッズ施設「アソボ～ノ！」が開業10周年を記念してリニューアルオープンしました。
《おとな１名（終日）＆こども１名（１時間）》の親子でお楽しみいただける入館券です！

期間限定
10/1（金）～11/30（火）

期間限定
９/18（土）～11/７（日）

区　分
アクアリゾーツパス

（水族館4施設）
ワンデーパス

（アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス）

一般料金 ▶ 会員料金 一般料金 ▶ 会員料金
大人・高校生 3,000円 ▶ 1,000円 5,500円 ▶ 3,000円
小・中学生 1,800円 ▶ 500円 3,900円 ▶ 1,700円
幼児（4歳以上） 900円 ▶ 100円 2,200円 ▶ 500円
シニア（65歳以上） 2,500円 ▶ 1,000円 3,900円 ▶ 1,700円

ガイドブック2021巻末の利用補助券では、本プランの特典は受けられませんので、ご注意ください。注意事項

　事業番号　
215205

10月７日（木）10：0
0から申込開始

先着順

１会員４枚まで

料　　金▪1,300円／１枚（通常1,900円／１枚）
　　　　　※通常料金：おとな950円（終日）
　　　　　　　　　　　こども950円（１時間）
数　　量▪50枚　　有効期限▪2022年３月31日（木）
申込期間▪10月７日（木）10：00～10月18日（月）14：00
受渡開始▪10月25日（月）発送予定
そ の 他▪こども延長30分毎に450円かかります。
　　　　　利用者の交代はできません。また、５ヵ月以下のお子様は入館無料です。

　　　　　　　　※補助券１枚につき４名まで利用可能

利用方法▪①ワークジョイさいたま会員専用ページより、『秋の感謝月間特別プラン補助券』をダウンロードしてください。
　　　　　②会員番号・会員氏名を記入の上、利用当日施設窓口へご提出し、料金をお支払いください。
そ の 他▪・期間中、入場制限を設ける場合があるので、予めご了承ください。
　　　　　・他の割引サービス等の併用はできません。

ht tp : / /www.seaparad i se . co . jp/

ht tps : / /www.mtjeans . com/green/

料　　金▪ゴンドラ往復料金

営業時間▪８：30～15：00（下り最終15：30）
利用方法▪①ワークジョイさいたま会員専用ページより、『特別割引券』をダウンロードしてください。
　　　　　②会員番号・会員氏名を記入の上、利用当日施設窓口へご提出し、料金をお支払いください。
そ の 他▪・他の割引サービス等の併用はできません。
　　　　　・天候や外部環境により、営業内容・期間が変更になる場合があります。事前にホームページでご確認ください。

区　　分 一般料金 会員料金
大人（中学生以上） 1,700円 1,400円
子供（３歳～小学生）／ペット 　900円 　650円

紅・黄・橙、秋の那
須に染まる。

眼下に見下ろす紅
葉は絶景です。

家庭常備薬のあっ旋

もしもの時のために備えておきたい！

丸大食品の冬ギフトのご案内

いつもお世話になっているあの人に

万が一の怪我や急な発熱などの応急措置に対応するために、
備えておくと便利な家庭常備薬をあっ旋します。

モンドセレクション「最高金賞」受賞した多数の
アイテムをお楽しみいただける丸大の冬ギフトを
お取り扱いします。申込方法▪受付完了後、約２～３週間で商品をお届けします。

ＦＡＸ  申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸでお申込みください。
 ※申込書は、事業所宛て会費振替通知書に同封しています
 　ワークジョイさいたまホームページからもダウンロード可能です。
ＷＥＢ  ① 右記ＱＲコードまたは“アーテム　常備薬品”で

 　検索し、サイトへアクセス。
 ② 『お得意先コード』、『お得意先パスワード』を入力。
 ③ 登録メールアドレス宛にログインパスワードが送信　

されるので、サイトへログインしてお申込みください。チラシに掲
載がしきれないＷＥＢ限定商品を多数ご用意しています。

支払い方法▪�商品到着後、同封の払込取扱票にてコンビニエンスス
トアで１週間以内にお支払いください。

　※WEB申込みの場合は、クレジットカードもご利用いただけます。
送料について▪購入金額 3,000円以上

▲

無料  3,000円未満

▲

500円
申込締切▪2021年10月30日（土）

申込方法▪�申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸま
たは、郵送にてお申込みください。

　※ 申込書は、事業所宛て会費振替通知書に同封して
います。ワークジョイさいたまホームページからも
ダウンロード可能です。

支払方法▪�商品発送後、郵送で請求書をお届けします
ので、お振込みください（手数料無料）

配 送 日▪�初回発送日11月30日（火）より随時発送し
ます。

　※お届けご希望の方は申込書にご記入ください。
送料について▪届け先1ヶ所につき、全国一律880円
申込期限▪12月10日（金）
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　10月18日（月）に各事業所の指定口座から10月
～12月分（３ヵ月分）の会費を自動振替しますので、
残高不足などのないように、あらかじめご準備をお
願いいたします。

【振替額】会費600円×会員数×３ヵ月分

　会報誌やホームページの掲載に間に合わな
かったお得情報や、チケット等の申込受付の
通知など、事務局から随時情報発信します。

会費引落しについて

皆さまからの
「いいね！」やフォローを
お願いします

事務局からのお知らせ

新規入会▶ 入会申込書（個人登録用）をご提出くださ
い。

退　　会▶退会届をご提出ください。

　　　　　
10月退会締切日→10月25日（月）必着

　　　　　11月退会締切日→11月25日（木）必着
　　　　　12月退会締切日→12月24日（金）必着

　　　　　※ 締切日を過ぎますと、翌月退会扱いと
なり、会費納入の対象となりますので、
ご注意ください。

住所変更▶異動届（変更届）をご提出ください。

事務手続について

期　　間▶10月１日～12月24日入会分
内　　容▶入会金、初月分の会費が無料
対　　象▶2021年10月１日時点の加入事業所の
　　　　　追加入会者

10～12月対象
お得な追加入会促進キャンペーン

未加入の従業員がいらっしゃいましたら、この機会に是非入会をご検討ください！

【Twitter】@workjoysaitama

【Facebook】@workjoysaitama

Twitter

「事業所内感染防止対策 補助金」
のご案内

従業員のために、消毒液・マスク・手袋・パーテーションなどを購入し、
事業所内の感染防止対策をおこなった事業主様を対象に、その経費の一部
補助を行います。

本年度も
新型コロナウィルス対策の
経費の一部を補助します。

補 助 額▪会員10人未満3,000円、会員10人以上5,000円
対象経費▪2021年４月～11月に感染防止対策としてかかった経費
申請方法▪

　　　　　※申請書は、事業所宛て会費振替通知書に同封しています。
　　　　　　ワークジョイさいたまホームページからもダウンロード
　　　　　　可能です。
申請期限▪12月24日（金）必着（１事業所１回限り）

2 申請書（※）
及び領収書
コピーを提出
（12月24日必着）

3 ワークジョイ
にて申請受理
をした翌月25日
に事業所口座に
お支払い

1 対象商品を
購入

例 10月31日までに
申請受理した場合、
11月25日のお支払い
となります。


