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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

·LINE公式アカウント
　「友だち追加キャンペーン」
·ユニクロギフトカード
·市内飲食店補助券

　 LINE公式アカウント「友だち追加キャンペーン」

ほか

お知らせ P８

·さいたま市より· 資格の大原　日商簿記３級検定　
　WEB通信講座キャンペーン
· ローチケBiz+

インフォメーション P４～７

ほか

応募期間：１月５日（
水）～１月31日（月）

ワークジョイさいたまLINE公式アカウント始めました！！
アカウント開設記念として、期間内に友だち追加していただいた方の中から
抽選で200名様にAmazonギフト券1,000円分をプレゼントします。

商　　品▪�Amazonギフト券1,000円分（カードタイプ）　　数　　量▪�200枚（応募者多数の場合は抽選）
応募方法▪�

商　　品▪�・応募者のアカウントから会員が特定できない場合は無効となります。
　　　　　・商品の発送は２月中旬頃を予定しております。
　　　　　・当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。
　　　　　　（会員専用ページ内の「利用履歴照会」画面からも確認できます）

＠workjoysaitama

友だち追加 応募フォームを送信

【ID検索から友だちを追加する場合】
①[ホーム] ▼右上の[友だち追加]アイコンをタップ。
②[検索]をタップ。
③�ID（@workjoysaitama)を入力し[検索]アイコンを
タップ。

④�『ワークジョイさいたま』が表示されたら、[追加]をタッ
プして完了。

【QRコードを読み込む場合】
①[ホーム] ▼[友だち追加] ▼[QRコード]をタップ。
②[QRコードリーダー]を開き、
　右記QRコードを読み込み。
③QRコードを読み込むと、『ワークジョイ
　さいたま』が表示され、[追加]をタップ
　して完了。

友だち追加されたときに自動で送信されるメッセージ内
に記載されたURLをタップ（応募フォームに飛びます）。
①～⑤を明記の上、送信すると応募完了。

　①会員番号
　②事業所名
　③会員氏名
　④メールアドレス
　⑤キーワード
　　※自動で送信される
　　　メッセージ内に
　　　あります。

Step １ Step ２

@workjoysaitama

応募はココから

 応募は簡単！

Amazon
ギフト券1,000円

が当たる！

会報誌の発行やチケットの発売日のお知らせ、
チケットの残券情報などをご案内します。
※個別のお問合せには対応しておりません。

さらに！！
公式Twitterをフォロー＆リツイートすると当選確率が
アップするＷチャンス情報は次ページをチェック！

１会員１回かぎり
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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。

申込み後のキャンセルは出来ません。買取りになります。

2021年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。

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

会員専用ページから
お申込みください

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

補助金額▪500円券×４枚／１セット
有効期間▪２月１日（火）～５月31日（火）
申込期間▪１月６日（木）10：00～
受 渡 し▪１月28日（金）頃より、原則ご自宅宛に発送します。※送料無料
利用方法▪

利用上の注意▪・１グループ１回の支払いにつき２枚（1,000円分）まで利用可。
　　　　　　　・１回あたりの会計が1,000円（税込）未満の場合は利用対象外となります。

料　　金▪4,300円／１枚（5,000円分）　枚　　数▪100枚
有効期間▪発行日から３年間　※有効期限後のカードは無効となり、残高の払い戻しはいたしません。
申込期間▪１月６日（木）10：00～
受渡開始▪１月19日（水）発送見込み

市内飲食店補助券事業番号
215625

ユニクロギフトカード（5,000円分）事業番号
215623

公式Twitter　フォロー＆リツイートキャンペーン

前回多くの方に好評いただいた市内飲食店補助券の第２弾です。対象店舗で利用時・お会計時に
提出すると最大1,000円引きになる利用補助券です。店内での飲食時だけでなく、テイクアウトにも利用可能。

先着順

１会員１セットまで

１会員１枚まで

　　　�店舗によって時間帯や要予約等の条件がある場合があるので、
　　　必ず店舗のホームページや電話でご確認の上、ご利用ください。

補助券１枚につき
500円割引で支払い

会計時に
利用補助券を提出

1,000円以上の
飲食・テイクアウト

アルピーノ村
さいたま新都心の老舗フランス料理「アルピーノ」をはじめ、４店舗でご利用いただけます。

フランス料理
「アルピーノ」

 大宮区北袋町１-130
 048-641-9489
 11：30～14：00(L.O.)
 17：30～20：30(L.O.)
 火曜日

洋食
「素敵屋さん」

 大宮区北袋町1-147
 048-644-9961
 11：30～14：00（L.O.）
 17：00～20：30（L.O.）
 毎週水曜日・第３木曜日

イタリア料理
「イルクオーレ」

 大宮区北袋町1-148
 048-647-2876
 11：30～14：00(L.O.)
 17：30～20：30(L.O.)
 月曜日

洋菓子
「お菓子やさん」工房本店

 大宮区北袋町1-130
 048-647-8805
 10：00～18：30
 毎週火曜日
 (月に１度、火・水の連休)

お会計が5,000円の場合
１枚利用 ▶ 支払額4,500円
２枚利用 ▶ 支払額4,000円

※最大２枚まで利用可

例

対象店舗

3

うらわのうなぎ 萬店（まんだな）
創業明治19年の老舗川魚料理店。
店内バリアフリー、ご家族皆さまでどうぞ。

かのうや
大宮氷川参道の鳥居脇、川魚問屋が織り成す
新鮮な川魚やうなぎ。

 さいたま市南区鹿手袋１-２-26
 048-862-5648
 11：00～22：00（L.O.21：00）
 木曜日（祝日の場合は営業）

仕
（出前）
出し、持

（テイクアウト）
ち帰りにもご利用可能

 さいたま市大宮区吉敷町４-101
 048-650-0503
 11：00～15：00（L.O.14：30）
 17：00～22：00（L.O.21：00）
 水曜日（祝日の場合は翌日振替）

対象店舗

1
対象店舗

2

１月６日（木）10：0
0から申込開始

１月６日（木）10：0
0から申込開始

料　　金▪2,500円／１セット（500円券×６枚）
数　　量▪100セット　　有効期限▪なし
申込期間▪１月６日（木）10：00～
受渡開始▪１月19日（水）発送見込み

ミスタードーナツ商品券（3,000円分）事業番号
215624

毎回大人気！全国のミスタードーナツで使える商品券です。

ユニクロギフトカードは、全国のユニクロ店舗、またはオンラインストアでご利用いただけます。

LINEの友だち登録だけでなく、公式Twitterをフォロー＆リツイートすると
当選確率が２倍アップ！！ 是非、LINEと合わせてTwitterの「フォロー」もお願いします。

１会員４セットまで

１月６日（木）10：0
0から申込開始

応募方法▪�

＠workjoysaitama

Twitterをフォロー

公式Twitterアカウント
をフォロー

Step １

DM送信

リツイート後、ワークジョ
イさいたまからDMが届き
ます。
DM内の応募フォームから
①会員番号　②事業所名
③会員氏名
④メールアドレス
⑤キーワード　を明記の上、
　送信すると応募完了。

Step ３

リツイート

１月５日（水）10時頃投稿の
ツイートをリツイート

Step ２

＼＼このバナーが目印／／

@workjoysaitama
Twitter 公式アカウント

W
チャンス

会員限定
同時開催！ LINE公式アカウント「友だち追加キャンペーン」の
両方にエントリーすると当選確率 2倍‼

ワークジョイさいたま 公式 Twitter

Amazonギフト券
1,000円分が
抽選で

200名様に当たる！！

応募方法 ❶@workjoysaitamaをフォロー
❷このツイートをリツイート　　　　　　　　　　　　　　　　
❸ワークジョイさいたまから送られてくる
　DM内の応募フォームからの申込みで応募完了！

応募期間 １月５日（水）～１月31日（月）
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。 アイコン説明

 住所　  電話　  営業時間　  定休日

１会員１回かぎり

抽選

抽選

応募期間：１月５日（
水）～１月31日（月）
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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

         

実施期間▪１月６日（木）～３月４日（金）　
料　　金▪

利用方法▪ 手順１「 東京ディズニーリゾート・プログラム」利用者専用
サイト（URL：dcp.go2tdr.comまたは右上記QR
コード）にアクセス

　　　　　 手順２「 サンクス・フェスティバル」詳細画面より『パスポー
トのご購入はこちらから』のボタンをクリック

　　　　　 手順３「 東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サ
イト」の専用トップ画面にリンクするので、『ユー
ザーID』、『契約団体番号：1296』、『プランパスワー
ド：thankswin21』を入力

日付指定対象日▪実施期間中の平日かつ価格設定が8,400円の日限定　※詳しくは、利用者専用サイトでご確認ください。

ご利用上の注意▪
〉〉〉 オンラインでの購入手続きでは、別途、ご利用者個人に
よるユーザー登録が必要となります。

〉〉〉 お支払い方法は、クレジットカード決済のみとなります。
コーポレートプログラム利用券を利用する場合は、利用
券の見開き中面に記載の「個券番号（数字14桁）」と「オ
ンライン用コード（英数字８桁）」を入力してください。

〉〉〉 １回のアクセスで、５枚まで購入可能です。
〉〉〉 購入は来園日の６日前まで可能です。

区　分 通常料金 特別料金
大人（18歳以上） 8,400円 7,900円 6,900円
中人（中学・高校生）12～17歳 7,000円 6,600円 5,600円
小人（幼児・小学生）４～11歳 5,000円 4,700円 3,700円

コーポレート
プログラム
利用券併用

東京ディズニーリゾート®｢サンクス・フェスティバル｣ パスポート

コース名▪日商薄記３級合格コース　　受講形態▪ＷＥＢ通信講座（資格の大原ネット試験対応）全14回
料　　金▪19,500円（一般24,500円）
　　　　　※教材費、消費税込み　※本試験の受験料は含まれていません。
人　　数▪20名
申込期間▪１月７日（金）～１月25日（火）
そ の 他▪講座の申し込み後のキャンセルはできません。
お申込み・支払い方法▪

資格の大原
日商薄記３級検定  WEB通信講座キャンペーン

事業番号
214102

2022年がスタートしました。今年はスキルアップや資格取得に取り組んでみませんか？

先着順
１月７日（金）10：0

0から申込開始

１月25日までに会
員専用ページにて
申込み（先着順）

1

申込み

受付完了後、ワーク
ジョイさいたまから、
申込用紙を郵送いた
します。

2

申込用紙郵送

到着期限 ２月９日（水）

申込書を「資格の大原」
に郵送にてご提出く
ださい。

3

申込用紙提出・支払い

２月中旬頃
「資格の大原」から受
講証と教材が発送さ
れます。

4

受講証発送

２月中旬頃
受講証と教材が届き次
第、学習開始となります。
※１回あたり約２時間

5

学習開始

補助券を使ってもっとお得に！

　コンサート、スポーツ、演劇、ステージ、クラシック、オペラ、イベント、アート、レジャー、映画、などのチケット
が利用回数制限なく手数料無料（一部対象外あり）で購入できるローソングループが提供する福利厚生サービスです。

■法人会員専用の先行受付や割引販売もあります！
　例）ユナイテッド・シネマの映画鑑賞券もご優待。
　　  大人（大学生以上）1,280円　小人（高校生以下）790円
　　 埼玉県内のユナイテッド・シネマ  浦和、春日部、新座、わかば、ウニクス南古谷、入間、幸手、ウニクス上里

■さらに「ローソンチケット利用補助券」を利用すると500円引き！
 　※店頭支払いを選択して、ローソン店頭で補助券を使うと割引になります。

★動画配信サービス「クランクイン！ビデオ」
★電子コミックサービス「クランクイン! コミック」
　月額プラン990円／月（税込）毎月2,000ポイント

　 ローチケbiz+会員限定特典
　初回登録で14日間無料＋1,000ポイント！

新作から旧作まで楽しめる！映画・ドラマ・アニメなど15,000本以上をご用意。
パソコン、テレビ、スマートフォン、タブレット、Chromecast対応！

最新刊も読める電子コミックは40万冊以上のラインナップ！
※スマートフォン、タブレットでのみご利用いただけます

ローチケbiz+会員限定特典
［２月１日より提供開始予定］

共通ポイントで動画・コミックを両方楽しめる！

他にもこんな

メリットが

本･CD･DVDの購入に
使える割引クーポン発行

メルマガキャンペーン
などのプレゼント企画

航空券、ホテルがオンラインで
24時間予約可能！
個性あふれる旅を楽しみたい方へ
オリジナルツアーのご案内

1 2 3会員専用サイト
ログイン

チケットを探して
予約する

チケット購入時に
会員専用パスワードが

必須となります。
h2YW7mz4

店舗でチケットを
引き取る

 補助券 【500円 割引】
店頭で現金支払いの
際に補助券を提出。

ローチケbiz会員専用ページ
https://l-tike.com/bizplus/premium.html

ローチケbiz会員専用ページ
https://l-tike.com/bizplus/premium.html

ビズプラス

法人向け会員サービス

下記施設をご利用時に、500円割引になります。
営業状況、料金などは各施設により異なりますので、必ずホームページや電話にてあらかじめ各施設に直接ご確認ください。

いちご狩りに行こう！期間限定

　　営業日・営業時間内であっても、いちごの実り状況によって、受付及び営業を終了します。予約ができる園は、予約することをおすすめします。

利用期間▪２月１日（火）～３月31日（木）
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、入口で利用料金を添えて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。
　　　　　※ 直売での利用の場合、１グループ１回の支払いで、500円以上購入につき補助券１枚利用可。合計1,000円以上で

最大２枚まで利用可。
　　　　　※500円未満の場合は対象外。営業時間内であっても、いちごがなくなり次第終了となるのでご注意ください。

直売での利用も可能
３月下旬まで

電　話▪090-3408-1583
定休日▪月
営業時間▪10：00～15：00
　　　（受付は9：30～）【完全予約制】

ス
Strawberryhouse-Hosoda

トロベリーハウス細田
さいたま市西区高木1782-1

いちご
狩り

直売店

電　話▪048-965-1514
定休日▪２月：月・金
　　　　３月：月
営業時間▪10：00～15：00

越谷いちごタウン
越谷市増森１-41

いちご
狩り

電　話▪080-5685-4115
定休日▪月・火
営業時間▪10：00～14：00

岸井農園
上尾市中分５-35-１

直売店

電　話▪080-9429-9225
直売日▪火・水・木・土
営業時間▪11：00～15：00

しびらきファーム いちご屋
さいたま市桜区新開３-４

直売店

こちらは直売のみ

※ ４月以降、パスワードが
　変更となります。
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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。

「会員証提示」＆「スキー場共通補助券」で割引利用できます。
各スキー場の料金等の詳細は、ワークジョイさいたまホーム
ページにてご案内しております。

　　  日帰り温泉・温浴施設共通利用補助券

　　  スキー場リフト券共通利用補助券

　　  温泉＆食事チケット「ユッタリート」

　事業番号　
212102

　事業番号　
212104

　事業番号　
215619

先着順

先着順

先着順

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円未満は対象外
有効期限▪３月31日（木）まで
利用方法▪①対象店舗で会計（または入館）時に利用補助券を提出
　　　　　②補助券１枚につき500円割引でお支払い
対象店舗▪全10店舗

補助金額▪2,000円分（500円券×４枚／１セット）
有効施設▪３月31日（木）まで
対象施設▪18スキー場

料　　金▪2,900円／１枚（3,980円相当）
有効期限▪３月31日（木）まで
申込期限▪１月21日（金）まで
利用施設▪10施設

バンクシー展
天才か反逆者か

テーブルウェア・
フェスティバル 2022

【券　種】平日いつでもチケット
 ※ ２月の平日のみ入場できるチケットです
【会　場】WITH　HARAJUKU
【料　金】1,200円（通常1,800円）
 ※未就学児無料
【枚　数】20枚
【申込締切】２月25日（金）14：00
【その他】２月24日（木）休館
 ご来場前に公式ＨＰより最新情報をご確認ください

【日　時】１月29日（土）～２月６日（日）
【会　場】東京ドームシティ「プリズム

ホーム、Gallery AaMo、東京
ドームホテル（B１F宴会場）」
およびオンライン

【料　金】1,300円（通常2,000円）
【枚　数】10枚
【申込締切】１月24日（月）14：00
【その他】 〈東京ドームホテル（B１F宴会場）〉
 　２月３日（木）までの６日間開催
 〈オンライン〉
 　１月29日（土）～２月28日（月）まで閲覧可

　事業番号　
216101

　事業番号　
216102

すぐに
お渡し可能２月入場券

すぐに
お渡し可能

【申込開始】１月６日（木）10：00～
【枚　　数】１会員各公演４枚まで
　　　　中村勘九郎 中村七之助 春暁特別公演は１会員２枚まで
　　　　※先着順受付とし、あっ旋枚数に達し次第締め切りとします。

料　　金▪ 数　　量▪50枚
有効期限▪７月31日（日）
申込期間▪１月６日（木）10：00～
　　　　　１月12日（水）14：00
受渡開始▪１月21日（金）発送見込み

発送まで少しお時間をいただきます

区　　分 一般 あっ旋料金
大人 2,500円 1,600円
高校生 1,700円 900円
小・中学生 1,200円 300円
幼児（３歳以上） 800円 200円
※高校生は、入場口で生徒手帳等の提示が必要です。

１会員１セットまで

１会員１セットまで

１会員４枚まで

江の島・富士山・相模湾を望む絶好のロケーションにある水族館。
お得なチケットで、展示、ショー、イベント、体験学習プログラムなどをお楽しみください。

新江ノ島水族館  前売入場券事業番号
215626

先着順１月６日（木）10：0
0から申込開始

１会員４枚まで

ご利用上の注意▪
〉〉〉 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）
が異なる場合があるので、使用前に必ず店舗にご確認のうえ、ご利用ください。

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

神川町  おふろcafé　白寿の湯
熊谷市  おふろcafé　ハレニワの湯
さいたま市  さいたま清河寺温泉
 湯快爽快 湯けむり横丁　おおみや
 美楽温泉　SPA-HERBS
 おふろcafé utatane
杉戸町  杉戸天然温泉　雅楽の湯
ときがわ町  昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉
越生町  BIO-RESORT HOTEL＆SPA O Park OGOSE
上尾市  極楽湯上尾店

ART &
               Concert
チケット情報

美術展、音楽、演劇など様々な種類のチケットを
あっ旋します。

ものまねエンターテイメント
コロッケコンサート

「勝手にやってすみません」40th Anniversary

【日　時】３月26日（土）
 12：30開演/13：30開演
【会　場】さいたま市文化センター
【料　金】全席指定4,000円
� （通常6,000円）
【枚　数】20枚
【申込締切】１月17日（月）14：00
【その他】５歳以上有料。４歳以下膝上

無料。

　事業番号　
216104

中村勘九郎　中村七之助
春暁特別公演 2022

【日　時】３月６日（日）
 ①11：00開演
 ②15：00開演
【会　場】市民会館おおみや
 大ホール
【料　金】S席5,500円
� （通常7,800円）
【枚　数】各10枚
【申込締切】１月17日（月）14：00
【その他】未就学児入場不可

１会員
２枚まで

　事業番号　
216105

料　　金▪1,000円／１枚（通常1,700円／枚）
会　　期▪３月30日（水）まで
申込期限▪１月14日（金）まで

ザ・フィンランドデザイン展
―自然が宿るライフスタイル

　事業番号　
216112

先着順１会員４枚まで

　　  ホテルメトロポリタンさいたま新都心
　　  「カフェクロスヤード　ランチチケット」
　事業番号　
215620

先着順

料　　金▪1,900円／１枚（3,000円相当）
有効期限▪３月31日（木）まで
申込期限▪１月21日（金）まで
そ の 他▪�事前に予約の上、「ワークジョイさいたまランチチケット」利用の

旨をお伝えください。その他割引、優待券等の併用はできません。

１会員４枚まで

赤沢温泉  DHC赤沢温泉日帰り温泉館
伊豆高原  ヴィラージュ伊豆高原
都　内  泉天空の湯 有明ガーデン
奥多摩  かんぽの宿 青梅
箱根蛸川温泉  龍宮殿本館

箱根湯本温泉  天成園
湯河原温泉  ニューウェルシティ湯河原
万座温泉  万座プリンスホテル
犬吠埼温泉  絶景の宿 犬吠埼ホテル
河口湖  たかの友梨 スパ＆ホテル桜庵

まだまだ募集中

まだまだ募集中

プリンスアイスワールド2021-2022
「Brand New Story Ⅱ」～Moving On!～東京公演

【日　時】２月26日（土）11：30公演
 ※ 開演は60分前を予定
 ※公演は約２時間00分を予定
【会　場】ダイドードリンコ アイスアリーナ
【料　金】SS席12,000円（通常15,000円）  
【枚　数】20枚
【出　演】プリンスアイスワールドチーム
【申込締切】１月17日（月）14：00

　事業番号　
216103
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　１月18日（火）に各事業所の指定口座から１月～３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

事務局からのお知らせ

期　　間▶１月４日（火）～３月31日（木）
内　　容▶ 期間中の未加入事業所の新規ご入会で入会金

（500円／名）と１ヵ月分の会費（600円／円）
が無料となります。お取引先の企業で未加入
事業所がございましたら、ぜひご紹介くださ
い。

　　　　　※事業所単位での新規入会が対象となります。

新規入会対象
入会金・会費無料キャンペーン

歯周病に罹る人が増えています！！
さいたま市より 健 康 情 報 Ｂ Ｏ Ｘ

　「歯肉炎および歯周疾患」を持つ患者数は「高血圧症」に次いで、２番目に多い疾患となりま
した。歯周病は自覚症状が現れないうちに重篤な症状を起こすことが多いとされていて、誰もが
心配するべき問題です！歯やお口を健康に保つため、今日から予防を始めてみませんか？

お問合せ先■さいたま市健康増進課　TEL 048-829-1294

▼セルフケアとは ▼プロフェッショナルケア＊とは
歯周病予防には

　歯ブラシによる適切
な清掃に加えてデンタ
ルフロスや歯間ブラシ
による清掃等、自分で
行うケア。 ＊ 歯科医院で行う予防を目的としたケアは、自費診療と

なる場合がありますので、費用、内容については、か
かりつけ歯科医にご相談ください。

定期的な歯科健診、クリーニン
グ等、歯科医院で専門家が行う
ケア。

歯周病とは
　歯と歯ぐきのすき間から侵
入した細菌が歯ぐきに炎症を
引き起こし、さらには、歯を
支える骨（歯槽骨）を溶かして
歯が抜け落ちてしまう恐ろし
い病気です。

● セルフケアとプロフェッショナ
ルケアを両立させることが大切
です。
● 禁煙しましょう。
● 歯周病は、糖尿病や全身の病気
に影響を与えることが分かって
います。毎日の食生活を含めた
生活習慣を見直しましょう。

セルフケアとプロフェッショナルケアを両立することで歯周病予防がうまくいきます！

Facebook

皆さまからの「いいね！」やフォローをお願いします

【Twitter】@workjoysaitama
【Facebook】@workjoysaitama
【LINE】@workjoysaitama

未加入事業所を
ご紹介ください

事務手続について
追加入会▶ 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。
　　　　　１月退会締切日→１月25日（火）必着
　　　　　２月退会締切日→２月25日（金）必着
　　　　　３月退会締切日→３月25日（金）必着
住所変更▶異動届（変更届）をご提出ください。
※用紙は全てワークジョイさいたまホームページからダウンロードできます。

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。

主な傷病の＊総患者数上位10疾患
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心疾患

脳血管疾患
う蝕

歯肉炎および歯周疾患
喘息

気分（感情）障害

歯肉炎および歯周疾患は第２位

厚生労働省「平成 29年患者調査の概況（2017）」より作成

（単位：千人）

＊総患者数とは、調査日現在において、継続的に医療を受けている者


