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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

和食教室・親子クッキング教室事業番号
2 2 5 6 2 5

横浜ベイホテル東急　ランチ３店舗共通お食事券

イベント・おすすめ情報 P１～４

●横浜ベイホテル東急　ランチ券
● 横浜アンパンマンこどもミュージアム
NEW  ガソリンのギフト券 　　  ほか

●ジョン王
●太平洋序曲
●ふるさと祭り　　　　　　　　ほか

チケット情報 P５

●新規提携先
●LINE新規友だち登録キャンペーン

事業内容＆お知らせ P６・７

＊画像は
イメージ

です

フランス料理、日本料理、中国料理と３店舗のレストランより、
お好きな店舗を１つ選んでご利用いただける３店舗共通券です。

１会員４枚まで 先着順

所 在 地▪神奈川県横浜市西区みなとみらい２-３-７
料　　金▪平日 大人3,900円／１枚
　　　　　（通常5,480円～　サービス料・税込）
有効期限▪
　２月１日（水）～７月31日（月）　
　※除外日：４月29日（土）～５月７日（日）及び
　　　　　　ホテルが指定した特定日
枚　　数▪100枚
申込期間▪
　１月６日（金）10：00～
　１月12日（木）14：00
受渡開始▪１月27日（金）発送見込み
そ の 他▪
　 ご利用の際は、あらかじめ
　お電話にてご予約の上、
　ランチ券を持参してください。
　TEL.045-682-2255
　（営業時間10：00～19：00）

クイーン・アリス（フランス料理）
前菜/魚介料理/メインディッシュ/デザート/カフェ全４品。

それぞれ数種類のメニューから選べるプリフィックスランチコース。
１部 11：30～／２部 13：40～

大志満（日本料理）
季節の食材を、彩りよく二段重ねのお弁当に仕立てました。
一段ずつ笑みがこぼれるような趣向を凝らした季節弁当。

11：30～14：30 L.O.

スーツァンレストラン陳（中国料理）

本日の前菜/本日のスープ/シェフおすすめの一品/えびのチリソース/麺・ご飯もの/
デゼールの全６品おまかせコースにワンドリンクが付いたお得なコース

11：30～14：30 L.O.

１月６日（金）10：00
から申込開始
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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。

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

料　　金▪2,500円／１枚（3,000円分）
枚　　数▪�100枚
有効期限▪�約２年間
申込期間▪１月６日（金）10：00～１月12日（木）14：00
受渡開始▪�１月27日（金）発送見込み　 発送まで少しお時間をいただきます
そ の 他▪利用金額の１％をポイント還元（ポイントは10ポイント＝10円で支払いに利用可能）

料　　金▪�5,200円／１セット（1,000円券×６枚=6,000円分）
枚　　数▪�100セット
有効期限▪�2025年12月31日（水）
申込期間▪１月６日（金）10：00～１月12日（木）14：00
受渡開始▪�１月27日（金）発送見込み　 発送まで少しお時間をいただきます
そ の 他▪・サービスの範囲は、ガソリンスタンドごとに異なります。
　　　　　・�取扱店、また各ガソリンスタンドでご利用いただけるサービスの内容につい

ては、公式webページ(https://gasoline-gift.zensekiren.or.jp/)をご覧く
ださい。

料　　金▪�1,700円／１枚（通常2,200円～2,600円）　※おとな・こども共通チケット（１歳以上）
枚　　数▪�100枚
有効期限▪�２月１日（水）～2024年１月31日（水）
申込期間▪１月６日（金）10：00～１月12日（木）14：00
受渡開始▪�１月27日（金）発送見込み　 発送まで少しお時間をいただきます
そ の 他▪日時指定WEBチケットを購入せずに入館可能。

コメカ（コメダ珈琲店） 3,000円分
事業番号

225627

ガソリンのギフト券 6,000円分
事業番号

225629

横浜アンパンマンこどもミュージアム
おとな・こども共通チケット

事業番号
225626

１会員４枚まで

１会員４セットまで

全国の店舗で利用可能。お会計のたびにポイントが貯まるお得なチャージ式プリペイドカードです。

初登場！ガソリンスタンドのブランドに関係なく、約7,000か所ある取扱店であれば
どこでも使えるギフト券です。

「アンパンマンに会いたい」という子どもたちの夢を叶える場所。
アンパンマンの世界観をお楽しみください。

先着順

先着順

１月６日（金）10：0
0から申込開始

１月６日（金）10：0
0から申込開始

１月６日（金）10：0
0から申込開始

１会員４枚まで

先着順

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）

Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

灯油や洗車、タイヤ交換、オイル交換などにも利用可能！

社用車や営業車用の購入もおすすめです♪

体を思いっきり動かして遊んだり、ごっこ
遊びをしたり、子どもが大好きな遊びが詰
まっています♪

ミュージアム
（２・３F）

個性豊かな14店舗が並び、
横浜ミュージアム限定のグッ
ズやフードもあります。

ショップ＆
フード・
レストラン
（１F）

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

利用期間▪２月１日（水）～３月31日（金）
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。

３月下旬まで イベント共通

利用補助券は

１人１枚必要です

直売での利用も可能

電　話▪048-965-1514
定休日▪２月／月・金��３月／月
※�月曜日が祝日の場合は営業し、
火曜日が休園となります。
営業時間▪10：00～15：00
　　　　　（最終受付14：30）

 越谷いちごタウン

越谷市増森１-41

いちご
狩り

いちご
狩り直売店

直売店

電　話▪080-9429-9225
定休日▪月・木・金
営業時間▪（変更の場合有）
いちご狩り／10：00～14：00
直売店／10：00～売り切れまで

 しびらきファーム いちご屋

さいたま市桜区新開３-４

埼玉県内

いちご王国栃木県にある「鹿沼市」のいちご園での利用も可能！

電　話▪090-3408-1583
定休日▪不定休
営業時間▪10：00～15：00

電　話▪0289-60-0175
定休日▪営業期間中は無休
営業時間▪10：00～16：00
　　　　　（最終受付15：00）

 ス
Strawberryhouse-Hosoda

トロベリーハウス細田

 出会いの森いちご園本店

さいたま市西区高木1782-1

栃木県鹿沼市酒野谷929-１

いちご
狩り

いちご
狩り

いちご
狩り

いちご
狩り

直売店

直売店

直売店

電　話▪080-5685-4115
定休日▪月・火
営業時間▪10：00～14：00
※�補助の対象は３歳以上です。

電　話▪0289-76-1000
定休日▪木
営業時間▪10：00～15：00
　　　　　（最終受付14：30）

 岸井農園

 出会いの森いちご園ベリーちゃんハウス

上尾市中分５-35-１

栃木県鹿沼市茂呂2086-１

各施設、完全予約制。���予約方法につきましては、各施設のホームページにてご確認ください。
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。

NEW NEW
＼いちご狩りのみ会員証提示（一般料金から100円引き）で更にお得!!／ 会員証
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申　込 チケット
お受け取り

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】１月６日（金）10：00～
１月19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。

　　  スキー場リフト券共通補助券　事業番号　
222102

　　　　　　　イベント・おすすめ情報Event INFORMATION

「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、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。

１会員１セットまで

先着順

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。

【日　時】１月13日（金）～22日（日）
 10：00～21：00
 ※最終日は18：00閉場
 ※入場は閉場の30分前
 　まで
【会　場】東京ドーム
【料　金】900円／１枚
 （通常1,800円）
【枚　数】20枚
【その他】小学生以下は大人１名につき４名まで無料

ふるさと祭り東京2023
―日本のまつり・故郷の味―

　事業番号　
226424

ART &
               Concert
チケット情報

世界らん展2023
―花と緑の祭典―

【日　時】２月８日（水）～14日（火）
 10：00～18：00
 （17：30最終入場）
 ※ 初日は12：30一般開場、
 　10日（金）は20：00閉場
【会　場】東京ドームシティ
 プリズムホール
【料　金】900円／１枚（通常1,800円）
【枚　数】20枚
【その他】保護者同伴の小学生以下無料

　事業番号　
226426

彩の国シェイクスピア・シリーズ

『ジョン王』

ミュージカル『太平洋序曲』

中村勘九郎　中村七之助
春暁特別公演2023

【日　時】①２月17日（金）18：30開演
 ②２月19日（日）13：30開演
【会　場】埼玉会館　大ホール
【料　金】S席9,000円／１枚
 （通常11,000円）
【枚　数】各20枚
【その他】未就学児入場不可
【出　演】小栗旬　吉田鋼太郎　ほか

　事業番号　
226421

　事業番号　
226422

　事業番号　
226423

【日　時】①３月11日（土）
 　13：00開演
 ②３月25日（土）
 　17：30開演
【会　場】日生劇場
【料　金】S席10,900円／１枚
 （通常13,500円）
【枚　数】各10枚
【その他】未就学児入場不可
【出　演】①３月11日（土）山本耕史  廣瀬友祐  立石俊樹　ほか
 ②３月25日（土）松下優也  海宝直人  ウエンツ瑛士　ほか

【日　時】①３月10日（金）11：00開演
 ②３月10日（金）15：00開演
【会　場】川口総合文化センター・リリア　メインホール
【料　金】S席6,500円／１枚
 （通常8,800円）
【枚　数】各10枚
【その他】未就学児入場不可
【出　演】中村勘九郎　中村七之助
 中村鶴松　ほか

ガイドブック巻末の「イベント共通利用補助券」は使用できません。注意事項 〉〉〉

⃝送料無料
⃝すぐにお渡し可能

補助金額▪2,000円分（500円券×４枚／１セット）　　有効期間▪３月31日（金）まで
対象施設▪17スキー場

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
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バレー野辺山
シャトレーゼスキーバレー小海
八千穂高原スキー場
菅平高原スノーリゾート
HAKUBA VALLEY鹿島槍スキー場

会員証

チケット入荷済 すぐにお受取りが可能です

１月17日（火）
まで申込受付

１月31日（火）
まで申込受付

テーブルウェア
フェスティバル2023
～暮らしを彩る器展～

【日　時】１月27日（金）～２月５日（日）10：00～19：00
 ※ 初日は11：00開場、最終日は18：00閉場
 ※入場は閉場の１時間前まで
【会　場】東京ドームおよびオンライン
【料　金】1,000円／１枚
 （通常2,200円）
【枚　数】10枚
【その他】保護者同伴の
 小学生以下無料

　事業番号　
226425

１月31日（火）
まで申込受付
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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

快活フロンティア法人優待

利用方法▪��　

　

快活フロンティアでは、あらゆる世代のお客様に楽しんでいただけるよう、幅広い"遊び方"をご用意。

全国の店舗で
利用可能！

特 典

特 典

・入会金無料+室料10％割引

・ いつでもカード発行手数料無料+
　キャンペーン割引適用後に月会費永久割1,000円割引
・さらに実施中の入会キャンペーン割引も適用

必要な時に必要なだけ・お得
な料金で、様々なお席・お部
屋をご提供する「シェアリン
グスペース業態」です。

毎日24時間いつでも“快適
なトレーニング環境”と“充
実したサービス”を提供す
る、フィットネスジムです。

快活CLUB

FIT24

特 典

特 典

・カラオケ特別割引
　 お部屋代最初の１時間無料or人数分ドリンクサービス
・パーティーコース
　 「全品飲み放題+お料理+お部屋代３時間コース」を
　特別価格で利用可能

・ 商品総額から5％割引

上質な空間と最新カラオケ、
本格的なお食事をお楽しみい
ただけます。

メンズ、レディースのビ
ジネスウェアから、カ
ジュアル、フォーマルま
で充実した品揃えです。

カラオケ コート・ダジュール

AOKI・ORIHICA

商　　品▪�スターバックスコーヒーデジタルドリンクチケット500円分
応募方法▪�

そ の 他▪・�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。

　　　　　・�すでに友だち登録済みの方による応募は無効
となります。

　　　　　・�デジタルコードの送信は２月中旬頃を予定し
ております。

＠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。

①�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）。
②�応募フォームからアンケート
に回答いただき、送信すると
応募完了。

Step １ Step ２

@workjoysaitama

応募はココから

 応募は簡単！

LINE公式アカウント「友だち追加キャンペーン」
＼ 友だち追加よろしくお願いします！！／

友だち登録
初めて初めての会員

対象！

１会員１回（１アカウント）まで
応募期間：１月５日（

木）～１月31日（火）

期間内に新規で友だち追加していただいた方全員に
スターバックスコーヒーデジタルドリンクチケット500円分を
プレゼントします。

＠workjoysaitama

Twitter・

Facebookの

フォローも

お願いいたします！

Twitte
r

Faceb
ook

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。

ログイン情報
ID：99991703 　　
パスワード：141031
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▼プロフェッショナルケア

歯をいつまでも健康に保つ事がお口のトラブルの回避につながります！！

定期的な歯科健診、歯みがき指導、クリーニング等、専門家
が行うケア

＊ 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。

対象期間▶１月４日（水）～３月20日（月）受付分
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/名）が無料となります。お取引先の企業様で
未加入事業所がございましたら、どんどん紹介してください。

※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

参考：さいたま市健康づくり及び食育についての調査（令和３年度）

※歯の本数について、無回答198人

⃝�歯の本数に比例して「な
んでも噛んで食べること
ができる」、「むし歯がな
い」と回答した人が特に
高くなっています。
⃝「食べ物がよく噛めない」
と回答した人は、歯の本
数、「10本未満」で、
27.5%、「10～19本」で、
17.4％と特に高くなっ
ています。

さいたま市民の歯や口の状態と歯の本数の関係は？(複数回答)

１～３月対象　入会金・会費無料キャンペーン

　１月18日（水）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

会費引落しについて

さ
い
た
ま
市
よ
り

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（水）必着
　　　　　２月退会締切日→２月24日（金）必着
　　　　　３月退会締切日→３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。

　各種申請用紙は右記二次元バーコードより
　ダウンロードができます。

事務手続について

ワークジョイさいたまＮＥＷＳ　2023年１月号【No.137　2023年１月発行】
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
〒338-0002　さいたま市中央区下落合5-4-3さいたま市産業文化センター４階　TEL.048（851）6692／FAX.048（851）6693

https://www.sozo-saitama.or.jp/workjoy NO.137　検索ワークジョイさいたま

未加入事業所を
ご紹介ください

歯周病に罹る人が増えています！健 康 情 報 Ｂ Ｏ Ｘ

　歯周病は歯の周囲の汚れ（プラーク）の中に含まれる細菌の毒素で歯ぐき（歯肉）に炎症が起き、
歯を支える骨（歯槽骨）が溶けていく病気です。しかし、初期段階では自分自身で自覚できるよう
な症状は出にくいと言えます。日頃から、歯やお口の状態を気にしていますか？

お問合せ先■さいたま市健康増進課　TEL 048-829-1294

▼セルフケア

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
むし歯や歯周病予防効果が高まります！

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

デンタルフロス：フロスの両端を指に巻き付け、歯
と歯の間の歯面にそって挿入します。歯の側面をこ
すりながら、２～３回上下します。

歯間ブラシ：ブラシを水平にして、ゆっくり前後に
動かします。大きさは歯のすき間より少し小さめの
ものを選ぶようにします。

まとめ
毎日のセルフケアは、年齢やお口の状態によって気を付けるべきポイントが異なります。
定期的な歯科健診をとおしてむし歯や歯周病のチェックの他、歯科医師、歯科衛生士からのアドバイスを受け、自分のセルフケア
を見直すことも大切です。まずは、歯科健診を受けてみましょう！

項　目 回答者数
なんでも嚙
んで食べる
ことができ
る

むし歯がな
い（治療済
みも含む）

歯が痛んだ
りしみたり
する

歯ぐきが腫
れる、また
は血が出る

食べ物がは
さまる

食べ物がよ
く噛めない

全　　体 2,345人 75.3% 48.9% 18.4% 15.5% 49.8% 5.2%

歯の本数

10本未満 102人 39.2% 17.6% 10.8% 14.7% 30.4% 27.5%
10～19本 149人 53.7% 30.9% 20.8% 24.2% 64.4% 17.4%
20～25本 386人 69.9% 43.3% 22.0% 21.2% 64.5% 8.0%
26～29本 1,421人 87.6% 58.8% 18.6% 14.6% 49.9% 1.6%
30本以上 89人 88.8% 62.9% 21.3% 14.6% 49.4% 3.4%


