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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 P１～５

·産地直送フルーツ「川中島白桃」
·ウェスティンホテル東京
　インターナショナルレストラン ザ・テラス ランチ券
·タカノフルーツティアラ食事券
·東京湾納涼船乗船券 ほか

事業内容＆お知らせ P７

·新規割引提携情報
·物販のご案内

お知らせ P８

·さいたま市より
·事務局からのお知らせ

桃の代表品種である川中島白桃をお届けします。
全国一律クール便送料込みでとてもお得です！

和食教室・親子クッキング教室事業番号
225702

産地直送フルーツ　～旬の味覚をおトクにお届け～
もも「川中島白桃」３㎏10～12玉（秀品）のあっ旋

７月５日（火）から申込
開始

１会員２箱まで 先着順
産地直送

・締め切り後の数量変更、キャンセル、送付先の変更はできません。
・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。

注意事項 〉〉〉

川中島白桃って
どんな桃？
やや大玉傾向

（250～300ｇ程）で、
肉質は硬く締まっています。
噛んだ時にしっかりとした
歯ざわりが感じられる
タイプです。

どんな食べ方が
オススメ？

果肉が硬い方が好きな
方は生のままで。
コンポートも
オススメです。

東根市農業協同組合
「よってけポポラ」
（山形県東根市新田町２-１-10）

甘さが
十分にあり、
酸味が少なく
日持がするのも
特徴です。

上記期間内にワークジョ
イさいたまへ申込み

▶会員専用ページ

１

８月下旬頃より、
東根市農協より会員様
ご自宅へ発送

３

ワークジョイさいたまへ
お支払い（銀行振込）
７月29日（金）締切
※振込先は後日郵送します。
　 会員専用ページからも確認
出来ます。

２
 前払い制です

産地 川中島白桃
2,700円（通常4,200円）
※ 上記料金には消費税、送料が
　含まれています。

料金

300箱数量

８月下旬～９月上旬発送予定

７月５日（火）10：00
～７月15日（金）14：00

申込期間

申込・
支払方法

毎回100件以上の

お申込みを

いただいております

·ヘンリー八世
·舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

ほか

チケット情報 P６
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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。

新型コロナウィルス感染拡大防止を目的として、窓口での対面販売は
行っておりません。商品のお受け取りは代金引換郵便をご利用くださ
い。

＊画像はイメージです

＊画像はイメージです

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

会員専用ページから
お申込みください

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

場　　所▪�東京都新宿区新宿３-26-11　５階（JR新宿駅東口徒歩１分）
内　　容▪�カットフルーツ食べ放題＆アフタヌーンティーセット（120分制）
　　　　　（１名様につきアフターヌーンティーセットおひとつドリンクおかわり自由）
　　　　　　11：00～20：00（ご入店最終時間18：00）
料　　金▪4,100円／１枚（通常5,500円／１枚）　※大人のみ（13歳以上）
枚　　数▪�100枚
利用期間▪�2022年８月１日（月）～2023年１月31日（火）
申込期間▪�７月５日（火）10：00～７月15日（金）14：00
受渡開始▪�７月27日（水）発券見込

料　　金▪2,500円／１枚（3,000円分）
枚　　数▪�400枚
有効期限▪なし

申込期間▪７月５日（火）10：00～７月15日（金）14：00
受渡開始▪７月27日（水）発券見込み

場　　所▪�東京都目黒区三田１-４-１（恵比寿ガーデンプレイス内）
内　　容▪�ランチビュッフェ　※季節により異なります。
　　　　　　平日11：30～14：30（L.O.13：30）
　　　　　　土日祝12：00～13：45／14：15～16：00（二部制）
料　　金▪�4,200円（通常5,700円）
　　　　　※土・日・祝日（105分制）の利用は別途追加料金1,000円を支払えば利用可。
枚　　数▪�100枚
利用期間▪�2022年８月１日（月）～2023年３月31日（金）
　　　　　（除外日：12月17日～12月25日、2023年１月１日～１月３日）
申込期間▪�７月５日（火）10：00～７月15日（金）14：00
受渡開始▪�７月27日（水）発券見込　　そ の 他▪�利用の際、事前に予約が必要となります。

タカノフルーツティアラ 食事券事業番号
225610

クオ・カード事業番号
225611

ウェスティンホテル東京
インターナショナルレストラン ザ・テラス ランチ券

事業番号
225609

１会員４枚まで

１会員４枚まで

お好きなフルーツを心ゆくまでお召し上がりいただけるカットフルーツ食べ放題にアフタヌーンティーセットと
ドリンクが付いた120分のプランです。

コンビニエンスストア、ドラックストアなど全国約60,000店で利用できます。
有効期限がなく、ギフトにもおすすめです！

国際色豊かな料理をご提供しているオールデイ・ダイニング。
目の前で調理される食材の香りや音も感じていただけるオープンキッチンが魅力のひとつです。

先着順

先着順

７月５日（火）10：00から申込開始

７月５日（火）10：00から申込開始

７月５日（火）10：00から申込開始

１会員４枚まで 先着順

内　　容▪�乗船券引換券　
料　　金▪900円（一般料金1,500円）　※大人のみ（中高生含む）
　　　　　※小学生の取扱いはございません。
枚　　数▪100枚
有効期間▪９月11日（日）まで
申込期間▪７月５日（火）10：00～８月10日（水）14：00
利用方法・�注意事項▪利用の際、事前に予約が必要となります。
　　　　　乗船当日に竹芝の窓口にて乗船券と引換えの上、乗船となります。
受渡開始▪７月６日（水）以降順次発送

東京湾納涼船乗船 引換券事業番号
225204

『東京湾納涼船』 は、６千トンクラスの大型客船「さるびあ丸」で東京湾をクルー
ジングしながら、美しい夜景と東京諸島の食材を使用した料理をはじめ、お祭
りらしいフード・ドリンクや音楽イベントなどがお楽しみいただける夏のお手
軽レジャー＆エンターテインメントです。

７月５日（火）10：00から申込開始
１会員４枚まで

東海汽船�納涼船予約係
TEL�03-3437-6119
※全日予約制
※乗船日の１カ月前同日から予約受付開始

予約サイト�＞＞＞

竹芝客船ターミナル（浜松町徒歩10分）～レインボーブリッジ
～お台場～大井埠頭～羽田空港～東京ゲートブリッジ折り返し航 路

今年は各国のアジア料理が食べ放題！！

　　  そごう大宮店「ビアガーデンチケット」　事業番号　
225608

先着順

内　　容▪アジア満喫時間無制限プラン（食べ放題・飲み放題）
　　　　　17：00～22：00（L.O.21：00）
料　　金▪3,900円／１枚（一般料金4,800円）
枚　　数▪50枚
有効期間▪９月４日（日）まで

申込期間▪８月10日（水）14：00まで
利用方法▪利用の際、事前に予約が必要となります。
そ の 他▪他の割引特典との併用不可

まだまだ募集中

先着順

１会員２枚まで

タリーズカード
残りわずか！

送料無料

送料込みの特別料金となります。
他の金券類とご一緒にどうぞ。

料　　金▪2,300円／１枚（3,000円分）
有効期間▪2023年７月末まで
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ガイド
ブックP.30掲載

ガイド
ブックP.33掲載

　　　　　　　イベント・おすすめ情報Event INFORMATION

たんばらラベンダーパーク特別入園割引券

会　　場▪たんばらラベンダーパーク（群馬県沼田市玉原高原）
料　　金▪

　　　　　※優待券１枚につき４名様まで利用可能
営業期間▪７月９日（土）～８月21日（日）予定
利用方法▪①ワークジョイさいたまホームページの会員専用ページから優待券をダウンロード。
　　　　　②たんばらラベンダーパークの入場券売場にて、特別優待券をご提出の上、ご購入ください。

関東最大５万株のラベンダーが咲く、たんばらラベンダーパーク。
ラベンダーいっぱいの夏の高原に妖精を探しに行こう！

種　別 通常料金 優待料金
大人（中学生以上） 1,000円 500円
こども（小学生以下） 入園料無料

夏だ！

プールだ！！
　各施設、日時や年齢により料金が異なります。
また、施設によっては日付指定の予約が必要な
場合があります。施設ホームページやガイド
ブック2022（ワークジョイさいたまホーム
ページからデジタルカタログが見れます）でご
確認のうえご利用ください。

　今シーズンもプールは日付指定の完全予約制となり、入場時
間分散・入場者数を制限します。プールを利用いただく全ての
お客様は、「日付指定プール入場券」の購入が必要となります。

対象屋外プール

① ワークジョイさいたまへ、法人アトラクションパスセット引
換券（2,100円／１枚）をお申込みください。
② 東武動物公園のホームページで別途「日時指定プール入場券」
を購入してください。
そ の 他▪ ・�法人アトラクションパスセット引換券

では、プールはご利用いただけません。
　　　　　・ ３歳からチケットが必要になります。

法人アトラクションパスセット引換券をお持ちでない方

利用方法▪ 必ず事前に「日付指定整理券」を人数分取得して
ください。

　　　　　 なお、「日付指定整理券」はご来園
の７日前の午前０時より右記QR
コードから取得できます。

そ の 他▪期間等によっては料金が異なります。

通常料金3,900円～5,200円
　→補助券利用で2,800円～3,500円

大人（高校生以上）

通常料金1,000円
　→補助券利用で600円

通常料金500円
　→補助券利用で150円

一般（高校生以上）

小・中学生　東武動物公園のホームページで別途「日時指定
プール入場券」購入してください。

法人アトラクションパスセット引換券をお持ちの方

東武動物公園ホームページ�＞＞＞
日時指定プール入場券

大　人（18歳以上） 1,300円
中　人（中・高校生　12歳～17歳） 1,000円
小　人（３歳～11歳） 1,700円
シニア（60歳以上）※要証明 1,300円

料　　金▪

そ の 他▪�期間等によっては料金が異なります。

通常料金2,900円～3,200円
　→補助券利用で
　　2,110円
　　　　～2,380円

大人（中学生以上）

龍宮城スパ・ホテル三日月

市民プール

利用制限▪１会員５枚（名分）まで
利用方法▪�ガイドブック2022巻末の「イベント共通利用補助券」を必要枚数分（１人につき１枚）切取って、
　　　　　会員番号、会員氏名をご記入の上、利用日当日に施設窓口にご提出し、差額分の利用料金をお支払いください。
そ の 他▪・制限枚数を超えて利用した場合、退会後の利用が判明した場合は、補助額を返還していただきます。
　　　　　・農園により、営業開始日・終了日は異なりますのでホームページでご確認の上、
　　　　　　お出かけください。

イベント共通利用補助券を使ってお得にイベントを楽しもう！
今号の「ぶどう狩り」、「ブルーベリー狩り」が対象イベントとなるので、是非ご利用ください。

イベント
共通補助

券は

１人１枚
必要です

１人200円でご利用いただけます。
大粒で美味しいブルーベリーの摘み取りをお楽しみください。

ブルーベリー狩りに行こう！

ぶどう狩り or ぶどう購入　お好きな方を選んでご利用ください。

料　　金▪200円／１人（通常700円／１人）　※３歳以上有料
　　　　　※入園料 + 時間無制限食べ放題
　　　　　※お持ち帰りは別途料金（早生系200円/100ｇ、ラビットアイ系180円/100ｇ）

料　　金▪１人につき500円補助　※30分食べ放題　※購入１㎏以上購入で１㎏ごとに（４㎏まで）

会　　場▪

会　　場▪

ぶどう狩りに行こう！

和銅ぶどう園 秩父市黒谷320 TEL�0494-24-0250 https://www.wado-budouen.com/

八木観光農園 秩父市寺尾3287 TEL�0494-23-9035 http://www11.plala.or.jp/yaginouen/

秩父フルーツファーム 秩父市下影森877-1 TEL�0494-23-2711 http://www.fruit-farm.jp/

ブルーベリープラザ浦和 さいたま市緑区大崎589
　TEL�090-1990-2020　https://www.blueberry-plaza.com/

まだまだ実施中

８月中旬～10月下旬まで

８月下旬まで

期間限定�1

期間限定�2

東京サマーランド

ガイド
ブックP.28掲載

ガイド
ブックP.26掲載

アクアパラダイス パティオ

・・大和田公園プール　・・三橋プール　・・原山市民プール　
・・下落合プール夏季屋外プール
・・沼影市民プール夏季屋外プール
そ の 他▪ 通年で開催している屋内プールについては、従来通

り補助券の利用が可能となります。
　　　　　 開催期間等、詳細がわかり次第、ワークジョイさい

たまホームページでご案内します。

東武動物公園

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度の夏季（屋
外）プールについては、利用補助券の利用はできません。
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布施明
226412事業番号

表現力豊かな歌声で圧倒的な歌唱力を誇る布
施明。シクラメンのかほり、霧の摩周湖、マ
イウェイなどのヒット曲から、カンツォーネ
やオペラ名曲のカバーなど、今もなお新しい
挑戦を続けている。
【日　時】10月１日（土）　17：00開演（16：30開場）
【会　場】サンシティ越谷市民ホール　大ホール
【料　金】全席指定6,300円（一般価格7,000円）
【枚　数】10枚
【その他】未就学児入場不可

岸谷香
226413事業番号

岸谷香が奏でる名曲たち。ソロ楽曲をはじめ
プリンセス プリンセス「Diamonds＜ダイ
アモンド＞」「M」ほかピアノとアコース
ティックギターでお届けします。
【日　時】10月２日（日）
 15：30開演（15：00開場）
【会　場】上尾市文化センター　大ホール
【料　金】全席指定5,400円（一般価格6,000円）
【枚　数】10枚
【その他】２歳以下のお子様は保護者１名につき１名まで無料（座席

が必要な場合は有料）。

超歌舞伎2022
226414事業番号

古典歌舞伎とNTTの技術を始めとした最新
のテクノロジーが融合した“超歌舞伎”が、
ついに東京新橋演舞場に初お目見得します。
【日　時】①８月27日（土）11：00開演
 ②８月28日（日）11：00開演
【会　場】新橋演舞場
【料　金】全席指定9,800円（一般価格13,000円）
【枚　数】各10枚
【その他】満４歳以上はチケットが必要。
【出　演】中村獅童、初音ミク、小川陽喜、澤村國矢、中村蝶紫　他

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。

ART &
               Concert
チケット情報 申　込 チケット

お受け取り

ヘンリー八世
226409事業番号

最強の王、ふたたび――不都合な事実は、つぶせ。
王をめぐるスキャンダルと、その裏に交錯する欲
望と謀略、熾烈な地位争いが繰り返されます。
【日　時】①９月23日（金・祝）13：00開演
 ②９月24日（土）18：30開演
【会　場】さいたま芸術劇場
【料　金】S席8,000円（一般価格10,000円）
【枚　数】各20枚　　【その他】未就学児入場不可
【出　演】阿部寛、吉田鋼太郎、金子大地　他

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』
226410事業番号

魔法の世界は舞台へ続く。
ハリー・ポッター、19年後のストーリー。
【日　時】①10月５日（水）12：15開演
 ②10月20日（木）12：15開演
【会　場】TBS赤坂ACTシアター
【料　金】S席大人13,000円（一般価格15,000円）
 S席小人（６歳～15歳）
　　　　　　　  10,000円（一般価格12,000円）
【枚　数】各10枚
【その他】未就学児入場不可
【出　演】ハリー・ポッター：石丸幹二／向井理（ダブルキャスト）　他

ディズニー・オン・アイス
JAPAN TOUR 35th Anniversary 埼玉公演

226411事業番号

今回は、日本公演35回目を記念した特別な作品をお届けします。
世代を超えて愛される名作の数々が会場を盛り上げます。
【日　時】①９月17日（土）10：30開演
 ②９月18日（日）10：30開演
【会　場】さいたまスーパーアリーナ
【料　金】S席6,100円（一般価格7,500円）
【枚　数】各10枚
【その他】２歳以下のお子様は保護者１名につ

き１名まで無料（座席が必要な場合
は有料）。

このコーナーの申込からチケット受取まで

申込受付完了の
お知らせ

入荷のお知らせ
（公演の２週間～
約１ヵ月前）

メールインターネット 代金引換郵便メール

公演を
お楽しみ
ください！

【申込期間】
７月５日（火）10：00～

７月21日（木）14：00
【枚　　数】
１会員各公演４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。

※ 上記期間の開始前の申込は無効とさ
せていただきます。

申込方法 インターネットでお申込みください。
　　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 代金支払郵便で着払い（自宅または勤務先を指定）
※１回の発送につき合計金額が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をお申込みの場合でも、発送時期が異なるものについては別送となります。
※不在の場合は、「不在配達のお知らせ」が入っていますので、その指示に従ってください。

注意事項 ■席の指定はできません。
■申込後のキャンセルはできません。

ⒸDisney

お中元にもピッタリ！
丸大食品の夏ギフトをお取り扱いします。

本格お肉にこだわった逸品からご当地食材を使った個性派カレー、激辛カレー
など、全41種のラインナップ。是非お気に入りを見つけてください！

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。
申込期限▪７月22日（金）
配 送 日▪申込書受付より10日前後でお届けします。
　　　　　※お届け期間ご希望の方は申込書にご記入ください。
送　　料▪数量に関わらずお届け先１ヶ所につき、全国一律　880円
支払方法▪商品発送後、別送で請求書をお届けしますので、お振込みください。

申込方法▪ 申込書に購入希望数、合計金額をご記入の上、

　　　　　※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。
申込期限▪７月29日（金）
配 送 日▪ご注文承り後、約10日～２週間前後で、事業所へ一括にてお届け。
　　　　　※配達日、配達時間のご指定は出来かねます。

支払方法▪�事業所毎に、商品到着後
２週間以内に、同封の振
込用紙（コンビニ専用）に
てお支払いください。

【申込み・問合せ先】
丸大食品株式会社　宇都宮営業所
〒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

【申込み・問合せ先】
株式会社ユニオンサービス
〒457-0023　名古屋市南区芝町189
TEL 052-824-4151（月～金８：45～17：20）

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
         

新規割引提携施設 利用資格▪正会員・ふろむ会員共通

OBORO  -YAKINIKU-

営業時間▪� 15：00～24：00（L.O.23：00）／水曜定休
所 在 地▪�さいたま市大宮区宮町１-99-３ L.H大宮ビル３F（JR大宮駅より徒歩３分）
　　　　　TEL 048-662-9399

特 典 ・会計料金より10％割引
　※早得コース、新月コース、飲み放題は割引対象外
　※他クーポンとの併用不可

ht tps : / /oboro -yak in i ku . com ガイドブック未掲載

他では味わえない大宮の完全個室焼肉
全国から厳選した黒毛和牛雌牛を使用し「和」と「韓」を取り入れた渾身の創作焼
肉をご堪能ください。

丸大食品の夏ギフト

カレーフェスタ2022

会報誌に貴社を掲載しませんか？
ワークジョイさいたまでは、
割引店を募集しております！！

是非お気軽にお問い合わせください。

物販のご案内

各事業所でとりまとめて、
FAX（052-821-8331）にてお申込みください。
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期間▶７月１日（金）～９月30日（金）
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。
※事業所単位での新規入会が対象となります。

事務局からのお知らせ

入会金・会費無料キャンペーン実施中

　７月19日（火）に各事業所の指定口座から７月～９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

会費引落しについて

@workjoysaitama

令和４年度優良勤労者表彰候補者の推薦募集 インターンシップ受入れ企業募集！

　勤労に対する意欲の向上と、本市の中小企業の更なる充実
と発展を図るため、次のとおり表彰候補者を募集します。
推薦基準■ 令和４年４月１日～令和５年３月31日に、勤続

満20年又は30年となり（市内在住又は市内在勤
期間がそれぞれ５年、10年以上）、勤務成績が優
秀な方。

推 薦 者■市内に事業所がある中小企業の事業主
応募期限■８月26日（金）
推薦用紙■ 市労働政策課（市役所５階）、各区情報公開コー

ナー、（公財）市産業創造財団で配布中。
表 彰 式■令和４年11月15日（火）
会　　場■浦和コミュニティセンター（浦和駅東口・コムナーレ９階）

　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。テーマは「社員の職場定着のポイント」です。
日　　時■令和４年７月26日（火）　14時～16時
場　　所■ワークステーションさいたま２階
　　　　　（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。

所管：さいたま市労働政策課　TEL048-829-1370

　市内在住の求職者が正社員での就職を目指す「インターン
シッププログラム」の受入れ企業を募集します。
　求職者は、座学研修を行った後、インターンシップ（３～
５日間）を経て実習先企業での就職を目指します。
　市内中小企業の皆様にとって、コストをかけずに人材を確
保するチャンスですので、ぜひご活用ください。
受け入れ企業メリット■
　１　 職場実習の中で、面接だけではわからない人材の適性

を見極めてから採用することが可能です。　
　２　 職場実習をしてから双方合意の上で就職となるので、

ミスマッチが少なく長期的就業が見込めます。
対象企業■市内に就業場所を有し、求人募集をしている企業
職場実習時期■８月から随時

ホームページ
https://www.city.saitama.jp/001/005/005/
p014406.html

若年者等対象就職面接会の参加企業を募集します！

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

　さいたま市内での就職を希望する49歳以下の求職者を対
象とした就職面接会の参加企業を募集します。
日　　時■令和４年10月17日（月）　13時～16時
場　　所■大宮ソニックシティ地下展示場
そ の 他■ハローワークへの求人票の提出が必要となります。
※詳細は以下の受託事業者までお問い合わせください。

問合せ／申込み
受託事業者：（株）キャリア・デザイニングセンター
TEL 03-6811-0735
ホームぺージ
https://careerdesigning-saitama-support.com/
explanation

問合せ／申込み
受託事業者：（株）キャリア・デザイニングセンター
さいたま市就労サポート事業受付係　TEL 03-6811-0735
ホームぺージ
https://careerdesigning-saitama-support.com/
management
メール　info.saitama-support@c-designing.jp

問合せ／申込み
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.s igma-staf f .co . jp/educat ion/
saitamashi_internship/

さ
い
た
ま
市
よ
り

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。
　　　　　７月退会締切日→７月25日（月）必着
　　　　　８月退会締切日→８月25日（木）必着
　　　　　９月退会締切日→９月22日（木）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
お取引先の企業で未加入事業所がございましたら、是非ご紹介ください

お得な情報など
随時発信！

「フォロー」よろしく
お願いします


