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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

お知らせ P８

●さいたま市より
●事務局からのお知らせ

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。

和食教室・親子クッキング教室
 

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）

１会員いずれか１点まで 先着順

産地直送

・・�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、農園に直接お申込みいただきます（ＦＡＸ）。
・・�記入事項に不備があると、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24日（月）ま
でに会員専用申込書
を足立柿園へ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

農 園農 園

料 金料 金

その他その他
料金は、通常送料・消費税込みとなります。
北海道・沖縄・離党宛の場合には、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/

🅐 贈答用２Ｌサイズ
12個入り
2,700円

🅑 贈答用２Ｌサイズ
26個入り
4,500円

🅒 訳ありＬサイズ
32個入り
3,700円

申込み・申込み・
支払い支払い
方法方法

申込期限：10月24日
（月）まで

旬の
 秋の味覚！

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。

イベント・おすすめ情報 P１～４

●次郎柿のあっ旋
●スターバックス  カード
●ユニクロギフトカード
●図書カードNEXT　　　　　　 ほか

●宝飾時計
●ディズニー・オン・クラシック
●しまじろう英語コンサート
●マリー・クワント展

チケット情報 P５

●ディズニーサンクスフェスティバル
●FUJIYAMA netクラブ　　　  ほか

事業内容＆お知らせ P６・７
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申込方法
▶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

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

枚　　数▪各50枚
受渡開始▪10月26日（水）発送見込

そ の 他▪「祭の湯」と「庭の湯」の改定後の料金は公式Webサイトをご確認ください。

料　　金▪3,300円／１枚（4,200円～4,600円相当）
枚　　数▪50枚
有効期間▪11月１日（火）～2023年４月30日（日）
申込期間▪10月６日（木）10：00～10月14日（金）14：00
受渡開始▪10月26日（水）発送見込
そ の 他▪・�ご利用の際は、あらかじめお電話（３店舗共通：03-5805-

2237）にてご予約の上、ランチ券を持参してください。
・�お子様（４歳～小学生）のご利用につい
ては、当日の現地払いがお得です。
・�ラストイン、ラストオーダーの時間は

店舗により異なりますので、事前に各
店舗のホームページでご確認ください。

入浴施設　入館券

東京ドームホテルレストラン ランチ券事業番号
225619

入浴施設の入館券がセットになったお得なチケットです！心も体もリフレッシュされませんか？

東京ドームホテル直営の３つのレストランから１つ選んでご利用いただけるランチ券です。

10月６日（木）10：0
0から申込開始

10月６日（木）10：0
0から申込開始

１会員４枚まで

１会員４枚まで

先着順

先着順

料　　金▪�4,300円／１枚（5,000円分）
枚　　数▪�100枚
有効期限▪�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▪�10月６日（木）10：00～10月14日（金）14：00
受渡開始▪�10月26日（水）発送見込　 発送まで少しお時間をいただきます
そ の 他▪11月１日（火）までは決済及び残高照会等はご利用いただけません。

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６日（木）10：00～10月14日（金）14：00
受渡開始▪�10月26日（水）発送見込　 発送まで少しお時間をいただきます

料　　金▪�2,500円／１枚（3,000円分・ワークジョイさいたまで500円補助）
枚　　数▪�150枚
有効期限▪�なし
申込期間▪�10月６日（木）10：00～10月14日（金）14：00
受渡開始▪�10月26日（水）発送見込　 発送まで少しお時間をいただきます

ユニクロギフトカード 5,000円分
事業番号

225614

図書カードNEXT 3,000円分
事業番号

225615

スターバックス カード 3,000円分
事業番号

225613

１会員１枚まで

１会員４枚まで

全国のユニクロ店舗、オンラインストアで利用可能！

全国の書店などの取り扱い加盟店で利用可能。秋の夜長に読書はいかがですか。

全国のスターバックスで利用可能！ギフトにもおすすめです。

先着順

先着順

10月６日（木）10：0
0から申込開始

10月６日（木）10：0
0から申込開始

10月６日（木）10：0
0から申込開始

１会員２枚まで

先着順

事業番号　225616

西武秩父駅前温泉 祭の湯
事業番号　225617

バーデと天然温泉 豊島園 庭の湯
事業番号　225618

東京ドーム天然温泉 スパラクーア

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.seibu-leisure.co.jp/
matsuri/index.html

https://www.seibu-leisure.co.jp/
niwanoyu/index.html

https://www.laqua.jp/spa/

住　　所 秩父市野坂駅町１-16-15 東京都練馬区向山３-25-１ 東京都文京区春日１-１-１ ラクーアビル６F
料　　金 1,000円（通常1,470円　※改定予定） 1,800円（通常2,370円　※改定予定） 5,500円（最大10,500円相当）

内　　容 祭の湯セット券（入館料+フェイスタオル・
バスタオル・館内着のレンタル）※大人のみ

入館券（ロッカー・館内着・タオル・バスタオ
ルのレンタル）

入館料＋平日限定「エステ＆リラクゼー
ション付きチケット」

備　　考 土・日・祝日・特定日の利用可 ・中学生未満入館不可
・ 特定日（年末年始・GW・お盆）利用不可

エステ&リラクゼーションの一覧は下記二次
元コードから。１施設のみ利用可。要予約

有効期間 11月１日（火）～2023年４月１日（土） 11月１日（火）～2023年４月１日（土） 11月１日（火）～2023年１月31日（火）

エステ&
リラクゼー
ション一覧

対　　象 正会員・ふろむ会員

インターネットでお申込みください 代金引換郵便で着払い（自宅または勤務先を指定）

　　  スーパーダイニング「リラッサ」

　　　 メニュー 　洋・中・和・スイーツブッフェ〈ドリンクバー付き〉
　 ランチタイム 　11：30～15：00（90分制） ラストイン14：30

　　  スカイラウンジ&ダイニング「アーティスト カフェ」

　　　 メニュー 　 パノラマランチコース
　 ランチタイム 　 平日／11：30～14：30 ラストオーダー14：

00、土・日・祝／11：00より営業（全日120分制）

　　  中華料理「後楽園飯店」

　　　 メニュー 　 前菜、料理３品、点心、ご飯、スープ、デザー
ト、コーヒー

　 ランチタイム 　11：30～14：00　ラストオーダー14：00
※11月14日（月）～16日（水）まで休業

�ガイドブック巻末の「日帰り温泉＆温浴施設共通利用補助券」は使用できません。注意事項 〉〉〉

　　  … 好評につき再販売！ … 西武園ゆうえんち　事業番号　
225209

先着順

１会員４枚まで
内　　容▪１日レヂャー切符引換券（入場料+園内アトラクション乗り放題）
料　　金▪大人3,500円／１枚（通常4,400円）
　　　　　小人2,500円／１枚（通常3,300円）
有効期限▪2023年３月31日（金）
そ の 他▪すでにご購入いただいた方もお求めいただけます。

すぐにお渡し可能

　TM & © TOHO CO., LTD.
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草津温泉草津温泉
大滝乃湯大滝乃湯

（群馬県吾妻郡草津町草津596-13）

　　　　　　　イベント・おすすめ情報Event INFORMATION

料　　金▪2,900円／１枚（3,980円相当）
枚　　数▪50枚
有効期間▪11月１日（火）～2023年３月31日（金）
　　　　　※ 京王高尾山温泉 極楽湯のみ
　　　　　　12月１日（木）～2023年３月31日（金）
申込期間▪10月６日（木）10：00～10月14日（金）14：00
受渡開始▪10月26日（水）発送見込
対象店舗▪全10店舗（以下参照）

温泉＆食事チケット「ユッタリート」事業番号
225620

お食事と入浴（温泉）がセットになったお得なチケットです！お好きな日時・場所でご利用ください。

10月６日（木）10：0
0から申込開始

１会員４枚まで

先着順

横浜・八景島シーパラダイス  感謝月間
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。

期間限定
10/１（土）～11/30（水）

区　分

アクアリゾーツパス
（水族館４施設）+お好きな
アトラクション１回券

+ショップクーポン500円付

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）

会員料金 一般料金 ▶ 会員料金
大人・高校生 2,500円 5,600円 ▶ 3,000円
小・中学生 1,500円 4,000円 ▶ 1,700円
幼児（4歳以上） 500円 2,300円 ▶ 1,000円
シニア（65歳以上） 2,000円 4,000円 ▶ 1,700円

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・会員氏名をご記入の上、利用当日施設チケット売

場へご提出し、料金をお支払いください。

そ の 他▪・他の割引サービスと併用はできません。
　　　　　・ 期間中、入場制限を行う場合がございますので、ご

利用前に施設公式Webサイトをご確認ください。

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

※補助券１枚につき４名まで利用可能

宝飾時計

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2022

子どものころから「女優」として生きてき
たゆりか。30歳を迎え自分の人生に迷う
日々。自分の人生は一体誰のものだろう。
彼女が選ぶ、人生の進め方とは
【日　時】①１月13日（金）14：30
 ②１月14日（土）17：30
【会　場】東京芸術劇場プレイハウス
【料　金】①S席7,000円（通常9,800円）
 ②S席8,000円（通常9,800円）
【枚　数】各10枚
【その他】未就学児入場不可。
【出　演】高畑充希、成田凌、小池栄子、伊藤万理華　他

　事業番号　
226416

　事業番号　
226417

【申込期間】10月６日（木）10：00～10月20日（木）
【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。
　　　　※チケット入荷後、発送日についてメールにてご連絡いたします。

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。

しまじろうたちと一緒に歌やダン
ス、ゲームなどで楽しく英語にふ
れられる参加型ステージショー
【日　時】12月21日（水）14：15
【会　場】川口総合文化センター・
 リリア
【料　金】全席指定2,500円（通常3,580円）
【枚　数】10枚
【その他】３歳未満ひざ上無料。席が必要な場合は有料。

しまじろう英語コンサート
冬公演2022

　事業番号　
226418

ART &
               Concert
チケット情報

マリー・クワント展

“60's英国モード先駆者”の軌跡を
辿る、衣服約100点が来日
【日　時】11月26日（土）～2023年

１月29日（日）10：00～
18：00（最終入館17：30）

 ※ 金・土曜日は21：00ま
で（最終入館20：30）

 ※ 12月６日（火）、１月１
日（日・祝）休館

【会　場】Bunkamuraザ・ミュージアム（渋谷・東急百貨店本店横）
【料　金】一般900円（通常1,500円）
 大学・高校生600円（通常800円）
 小学・中学生300円（通常500円）
【枚　数】各20枚
【その他】未就学児無料。

　事業番号　
226419

《マリー・クワントとヴィダル・サスーン》 
1964年

ⒸRonald Dumont/Daily Express/
Hulton Archive/Getty Images

ⒸBenesse Corporation/
しまじろう

ディズニーの名曲を、オーケストラとヴォーカリストの生演奏で
お贈りする大人のための音楽会。20周年を迎える今年は、『ノー
トルダムの鐘』をメイン演目として全編フィーチャー！
【日　時】①11月13日（日）14：00
 ②12月16日（金）19：00
【会　場】東京国際フォーラムA
【料　金】S席7,500円
 （通常8,900円）
【枚　数】各10枚
【その他】未就学児入場不可。

Presentation licensed by Disney Concerts. ⒸDisney

ガイドブック巻末の「日帰り温泉＆温浴施設共通利用補助券」は使用できません。注意事項 〉〉〉

泉天空の湯泉天空の湯
有明ガーデン有明ガーデン

（東京都江東区有明2-1-7モール&スパ５階）

たかの友梨たかの友梨
スパ&ホテル 桜庵スパ&ホテル 桜庵
（山梨県南都留郡富士河口湖勝山3337-1）

絶景日帰り温泉絶景日帰り温泉
龍宮殿本館龍宮殿本館

（神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139）

箱根湯本温泉箱根湯本温泉
天成園天成園

（神奈川県足利柄下郡箱根町湯本682）

DHC赤沢DHC赤沢
日帰り温泉館日帰り温泉館

（静岡県伊東市赤沢字浮山163-1）

ヴィラージュヴィラージュ
伊豆高原伊豆高原

（静岡県伊東市富戸1317-8）

湯河原温泉湯河原温泉
ニューウェルシティ湯河原　　ニューウェルシティ湯河原　　

（静岡県熱海市泉107）

軽井沢軽井沢
プリンスホテル・ウェスト　　プリンスホテル・ウェスト　　
（長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1016-87　2F）

京王高尾山温泉／京王高尾山温泉／
極楽湯極楽湯

（東京都八王子市高尾町2229-7）

※ご利用は12月からとなります。

ガイドブック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 〉〉〉
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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

         

新規割引提携施設 利用資格▪正会員・ふろむ会員共通

結婚相談所ツヴァイ大宮店

日比谷花壇のお葬式

営業時間▪� 11：00～13：00／14：00～19：00（土日は10：30オープン）火曜定休　※定休日が祝日の場合は営業
所 在 地▪�さいたま市大宮区桜木町１丁目７－５ ソニックシティビル 21階（大宮駅西口から徒歩５分）

電話番号▪0120-390-281

営業時間▪� 24時間365日（24時間年中無休）
所 在 地▪�さいたま市浦和区常盤３-22-５ メモリアルハウス「花ときわ」（北浦和駅東口から徒歩５分）

電話番号▪�0120-06-3987
そ の 他▪＜対象地区＞埼玉、東京、千葉、神奈川、大阪、京都、兵庫

特 典 ・ご入会金を11,000円割引
　※ ご紹介プラン115,500円を104,500円、ご紹介IBJプ
ラン126,500円を115,500円に割引。

特 典 ・花祭壇料金の10％割引
・エンディングブーケ（１万円相当）無料サービス

ht tps : / /www.zwe i . com/houj in/w49 /

ht tps : / /www.h ib i ya - l sp . com/

1984年の創業以来、ご成婚された方は累計16.2万人。
日本最大級の会員数と店舗数の結婚相談所。本気で結婚されたい人だけ活動しています。

日比谷花壇のお葬式では、故人様やご家族様のお気持ちにあった、華やかなお花による花祭壇とご葬儀をご提供いたします。

補 助 額▪700円／１人（優待料金から700円割引で利用できます）
利用制限▪年度内４人分まで
　　　　　※４人分の制限を超過して利用した場合、補助額を請求いたします。
利用方法▪❶専用サイトにアクセスし、会員登録
　　　　　　 ワークジョイさいたまの会員専用ページ内から専用サイトにアクセス
　　　　　　し、会員登録を行います。
　　　　　　※専用サイトのID・パスワードは会員専用ページから確認できます。
　　　　　❷会員登録後、専用サイトで予約・決済
　　　　　　※ ご利用日指定の商品については、利用日前日の18：00までは変更でき

ます（キャンセルは不可）。
　　　　　❸利用券（QRチケット等）を準備
　　　　　　チケット売り場に並ばず直接入園口又はチケット窓口へお越しください。
　　　　　❹【利用当日】施設窓口で利用券をご提示ください。

FUJIYAMA netクラブ
FUJIYAMA倶楽部に新しいWEBサービスが誕生！　FUJIYAMA netクラブは
パソコンやスマホで簡単にいつでも優待価格でチケット購入が可能です。

利用制限▪各イベント１会員５枚（名）まで
補 助 額▪500円／１枚（名）
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。
　　　　　イベント共通利用補助券は１人１枚必要です。　
　　　　　例）５人で利用する場合は、補助券を５枚切り取ってお使いください。
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、補助額を請求いたします。
　　　　　・農園により、営業日開始日・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「みかん狩り」、「ぶどう狩り」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

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。

毎年多くの方にご利用いただいております。
１人100円でご利用可能！！
試食自由・おみやげ約１㎏付き。 会　　場▪

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）

和銅ぶどう園
　秩父市黒谷320
　TEL�0494-24-0250
八木観光農園
　秩父市寺尾3287
　TEL�0494-23-9035
秩父フルーツファーム
　秩父市下影森877-1　TEL�0494-23-2711

会　　場▪風布やまき園　大里郡寄居町138
　TEL�048-581-6893
　https://yamakien.web.fc2.com/
料　　金▪100円／１人
　　　　　（通常600円／１人）
　　　　　※４歳未満は無料

ぶどう狩りに行こう！みかん狩りに行こう！
10月23日（日）～11月30日（水） 10月下旬まで （７月掲載）期間限定 開催中

まだまだ

  実施中！

契約団体番号：1296
プランパスワード：festhx22

〔専用サイト〕
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対象期間▶10月1日～12月23日入会分
内容▶入会金、初月分の会費が無料
対象▶2022年10月時点の加入事業所の追加入会

事務局からのお知らせ

10～12月対象　お得な追加入会促進キャンペーン

　10月18日（火）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

会費引落しについて

　お得な情報や、チケット申込受付の通知など随時発信いたします。
　是非「フォロー」や「いいね」をよろしくお願いいたします。

SNSについて
@workjoysaitama

働く人の支援講座を開催します 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

所管：さいたま市労働政策課　TEL048-829-1370

　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■11月15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。

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

　さいたま市では、市内在住または在勤の方を対象に、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。

ホームぺージ
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

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

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。
　　　　　10月退会締切日→10月25日（火）必着
　　　　　11月退会締切日→11月25日（金）必着
　　　　　12月退会締切日→12月23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

　市内在住または在勤の労務担当者・管理者・経営者
などを対象に、働き方改革・ワークライフバランスや、
女性の活躍支援、ハラスメント対策について学ぶ講座
を、11月11日（金）より開催します。
11月開講講座■�
テーマ：働き方改革・ワークライフバランスを考える
　日時：11月11日（金）19：00～21：00
　申込締切日：10月26日（水）
　会場：浦和コミュニティセンター第６集会室

テーマ：働く女性の活躍支援を考える
　日時：11月18日（金）19：00～21：00
　申込締切日：11月２日（水）
　会場：大宮ソニックシティ802会議室

テーマ：ハラスメント対策について考える
　日時：11月25日（金）19：00～21：00
　申込締切日：11月９日（水）
　会場：大宮ソニックシティ802会議室
※詳細はホームページでご確認ください。

問合せ／申込み
受託事業者：（株）シグマスタッフ
さいたま市働く人の支援講座受付係
TEL�048-871-9771
ホームぺージ
https://www.sigma-staff.co.jp/education/2022_
saitamashi_hatarakuhito/

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2.0％
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％
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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！


