
開催日時▪1月18日（土）11：20～14：00
場　　所▪クラウンレストラン（大宮駅西口徒歩３分　パレスホテル大宮１階）
参 加 費▪親子ペア１組6,200円（お料理＋探検＆受講料込み！）
　　　　　※ １会員につきお子様もう１名の追加可能です。
　　　　　　３名の場合の参加費は10,600円です。
対 象 者▪小学生～中学生のお子様とその保護者
募集人数▪7組
そ の 他▪お子様のみの参加はできません。
　　　　　また、保護者は会員または20歳以上の登録家族に限ります。

インフォメーション P６・7

◦スポーツクラブルネサンス
◦スキー場リフトお得情報

お知らせ P８

◦健康情報BOX

イベント・おすすめ情報 P１～３

◦ こども商品券
◦ 京王プラザホテル「グラスコート」ランチ券

チケット情報 P４・５

◦  特別展 天空ノ鉄道物語
◦ 『ヘンリー八世』

ほか
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和食教室・親子クッキング教室事業番号
194202

パレスホテル大宮

「ホテル探検＆親子のテーブルマナー」

12月２日（月）10：0
0から申込開始

フランス料理「クラウンレストラン」にて、本格的なフルコースをいただいてみましょう。
みんな初めてだから大丈夫！

１会員親子ペア２組まで

特別メニュー（予定）

宇和島産鯛一郎くんのカルパッチョ仕立て
安納芋のポタージュ

瀬戸内産鮮魚のポワレ　二色のソース
お口直しのソルベ

国産ポークのロースト　瀬戸内の野菜と共に
パン

デザート・コーヒー

先着順

＊画像はイメージです

＊ 画像は前回開催時のものです。
　今回の内容とは異なる場合もございます。

終了証もいただけ
ます ホテル探検でBar デビュー

普段は入れないホテルの裏側やリサ
イクル施設、製菓キッチンなどを見
て回ります。タイミングがあえば、
客室やBarも見られるかも！？

定員に達し次第、受付終了させていただきます。お早めにお申し込みください。
お申込みの方には、12月16日以降、チケット（参加券）を発券いたします。

ホテル探検って？？

お父さんや

おばあち
ゃんと

ペアでも
OK！デザートパフォ

ーマンス

私た
ちがご案内します！

スポーツクラブ ルネサンス　ご招待券プレゼント
インターネット申込限定 　クイズに答えて抽選で30名様！　詳細は６ページへ。

新規提携記念
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対　　象
正会員・ふろむ会員

申込方法
インターネットかFAX（別紙申込書）でお申込みください。
（１）インターネット　http://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。
（２）ＦＡＸ　０４８－８５９－１７１１

支払方法
申込時にいずれかの支払い方法を選んでください。

①ワークジョイさいたま窓口で現金払い
　※ 窓口支払い時のみポイントが加算されます。
　※ 受渡し開始から１か月以内にご来店の上、お受取りをお願いいたします。

②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一切無効とさせていただきます。
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・記
入をお願いいたします。

３） 締切後でも定員に達していない場合には、参加（申込）できる
場合がありますので、お問合せください。

４）ＦＡＸは代行受信に対応できかねます。

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

先着順 のチケットは、
インターネット申込をおすすめします。申込み後のキャンセルは

出来ません。
買取りになります。

電話での申込みは
できかねます

ポイント
対象事業

会員証

会員専用ページからも
申込みできます

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

正会員 ふろむ会員 共通

こども商品券事業番号
1 9 5 6 2 1

ミスタードーナツ商品券事業番号
1 9 5 6 2 2

１会員２セットまで

１会員２セットまで

料　　金▪5,100円／１セット（1,000円×６枚＝6,000円分）
有効期限▪令和６年12月31日（５年間有効）
数　　量▪150セット
申込期間▪12月３日（火）～12月６日（金）14：00　　抽選発表▪12月11日（水）
受渡開始▪12月12日（木）以降
そ の 他▪お釣りは出ません。

料　　金▪2,000円／１セット（500円券×５枚）
数　　量▪80セット
申込期間▪12月３日（火）～12月５日（木）14:00
受渡開始▪12月12日（木）以降

有名百貨店、おもちゃ屋さん、玩具専門チェーン店、スーパー、ベビー・子供服ショップ、遊園地などで利用できます。
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。

子どもからお年寄りまでみんな大好き「ミスタードーナツ」。
全国の店舗で利用できて、有効期限もなくお釣りも出る使いやすい商品券です。

抽選 京王プラザホテル
スーパーブッフェ「グラスコート」  ランチ券事業番号

1 9 5 6 2 3

約70種類の目にも鮮やかな料理がずらり！
洋食を中心に、冷菜や温菜、目の前で調理してくれるローストビーフやパスタ、季節の料理はもちろん、スイーツまで、
ブッフェスタイルで思う存分ご堪能いただけます。

レストラン▪スーパーブッフェ「グラスコート」
　　　　　東京都新宿区西新宿２－２－１　
　　　　　京王プラザホテル　本館２階（新宿駅西口　徒歩５分）
内　　容▪平日　ランチブッフェ　90分制（土日祝日は入替え　110分制）
　　　　　【ランチ営業時間】①11：30～　②13：30または13：40～
　　　　　　詳しくはレストランまでお問合せください。（TEL 03-3344-0111)
料　　金▪

　　　　　※サービス料・税込
　　　　　※ 土日祝に利用する場合、現地で差額（大人500円、小人・
　　　　　　幼児400円）をお支払いください。
有効期限▪令和２年７月21日（火）　※除外日：ゴールデンウィーク期間
枚　　数▪100枚　　　　　　　　　（詳しくはレストランまでお問合せください）

申込期間▪令和２年１月７日（火）～１月10日（金）14:00
受渡開始▪１月21日（火）以降　　 受渡しまで少しお時間をいただきます
そ の 他▪ご利用の際は、あらかじめレストランに予約の上、ランチ券を持参してください。
　　　　　※ランチ時間終了の30分前がラストインとなります。

１会員４枚まで

12月３日（火）から申
込開始

12月３日（火）から申
込開始

広告

時 間 ９ ： 3 0 ～ 1 2 ： 4 5
1 5 ： 0 0 ～ 1 8 ： 1 5

広告

先着順

先着順

使えるお店は
右記ＱＲコードより
確認できます

おもちゃやベビー服

などに交換

出産・誕生日などの

お祝いに

令和２年１月７日（火）1
0：00から申込開始

事業番号　195203

西武園ゆうえんち
料金▪900円／１枚
有効期限▪令和２年３月31日
制限枚数▪年度10枚まで

事業番号　195620

ディズニーギフトカード
料金▪5,600円／１セット
　　　（1,000円券×６枚）
有効期限▪なし

サンクスフェス
ティバルの
詳細は、Ｐ6で

申込方法▪インターネット、ＦＡＸ 先着順

区　　分 料金（平日） 通常料金

①大人（中学生以上） 3,300円 4,300円

②小人（小学生） 1,800円 2,800円

③幼児（４歳～小学生未満） 500円 1,500円

チケット

好評販売中

残りわずか
購入はお早めに！

＊画像はイメージです



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。

ART &
               Concert
チケット情報
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申　込 チケット
お受け取り

桂文枝　新春特選落語会
196122事業番号

上方落語の顔、桂文枝の自由な話芸をお楽し
みください。
【日　時】令和２年1月11日（土）
 ①13時30分開演　②18時開演
【会　場】有楽町朝日ホール
【料　金】全席指定4,300円（通常5,500円）
【枚　数】各10枚
【その他】未就学児の入場は不可。

伊勢正三 LIVE2020
～Re-born～

196123事業番号

「かぐや姫」「風」そして最新アルバム『Re-
born』に至るまで、新旧織り交ぜたベストセ
レクションライブをお楽しみください！！
【日　時】令和２年2月15日（土）17時開演
【会　場】埼玉会館　大ホール
【料　金】全席指定5,200円（通常6,500円）
【枚　数】10枚　　【その他】未就学児の入場は不可。

森山良子コンサートツアー2019～2020
～Prime Songs～

1 9 6 1 2 4事業番号

デビュー50年を過ぎて尚、天性の美しい声と
抜群の歌唱力で日本のトップシンガーとして
活躍を続ける森山良子が、その魅力を名曲と
ともにお届けします。
【日　時】令和２年1月16日（木）17時開演
【会　場】Bunkamuraオーチャードホール
【料　金】S席5,700円（通常7,000円）
【枚　数】10枚
【その他】未就学児の入場は不可。

日本フィルハーモニー交響楽団
第117回さいたま定期演奏会

1 9 6 1 2 5事業番号

【日　時】令和２年1月10日（金）19時開演
【会　場】大宮ソニックシティ 
 大ホール
【料　金】A席3,500円
 （通常4,500円）
【枚　数】10枚
【出　演】指揮：佐渡 裕
 ヴァイオリン：山根一仁
【曲　目】ブラームス：ヴァイオリン協奏曲
 シベリウス：交響曲第2番

DRUM　TAO
「ザ・ドラマーズ～FINAL」

1 9 6 1 2 6事業番号

このオーチャード公演だけのスペシャル演出として、東京常設「K組」
も特別参加が決定！！
他では決して観ることの出来ない、TAO総力
を結集した「ザ・ドラマーズFINAL」スペシャ
ル公演は必見！！
【日　時】①令和２年1月23日（木）19時開演
 ②令和２年1月24日（金）13時開演
【会　場】Bunkamuraオーチャードホール
【料　金】S席6,100円（通常8,700円）
【枚　数】各10枚
【その他】未就学児の入場は不可。

舟木一夫
1 9 6 1 2 7事業番号

50年以上一線で活躍し続けている舟木一夫。
いまでもコンサート会場は誰もが高校三年
生に戻れる学園広場です。
【日　時】令和２年1月28日（火）15時開演
【会　場】大宮ソニックシティ　大ホール
【料　金】全席指定4,200円（通常8,000円）
【枚　数】10枚
【その他】未就学児の入場は不可。

彩の国シェイクスピア・シリーズ第35弾
『ヘンリー八世』

1 9 6 1 2 8事業番号

シェイクスピア全37戯曲の完全上演を目指すシリーズ最新作。
【日　時】①令和２年2月24日（月祝）　13時開演
 ②令和２年2月26日（水）　18時30分開演
【会　場】彩の国さいたま芸術劇場　大ホール
【料　金】S席7,700円（通常9,500円）
【枚　数】各10枚
【出　演】阿部 寛　吉田鋼太郎　

金子大地　宮本裕子
 ほか
【その他】未就学児の入場は不可。

もうすぐ45周年
岩崎宏美 コンサートツアー
～残したい花について～

1 9 6 1 2 9事業番号

もうすぐ45周年！！ロマンス、思秋期、聖母た
ちのララバイetc･･･　ご期待ください。
【日　時】令和２年2月23日（日）
 17時30分開演
【会　場】埼玉会館　大ホール
【料　金】全席指定5,700円（通常6,500円）
【枚　数】10枚
【その他】未就学児の入場は不可。

芸歴50周年記念
桂文珍　国立劇場20日間独演会

1 9 6 1 3 0事業番号

自作の新作落語と古典落語を1日2演目披露。
豪華ゲストにもご期待ください。
【日　時】令和２年3月7日（土）14時開演
【会　場】国立劇場　大劇場
【料　金】全席指定4,300円（通常5,500円）
【枚　数】10枚
【ゲスト】春風亭小朝
【その他】未就学児の入場は不可。

このコーナーの申込からチケット受取まで

または

※１　申込時に「受付確認FAX」欄にご記入いただいた方のみ
※２　 「入荷済」と記載のあるチケットを除き、チケットを入荷しましたら

お知らせいたします。
　　　「入荷済」のチケットは申込受付完了後、すぐにお渡しが可能です。
※３　申込時に指定

申込受付完了の
お知らせ

入荷のお知らせ※２

（公演の約1ヵ月前）
メール

ＦＡＸ※１

インターネット 窓口支払
または

代金引換郵便ＦＡＸ

メール

電話・FAX・メール※３

公演を
お楽しみ
ください！

＊ 先着順 のチケットは、インターネット申込をおすすめします。

【申込期間】
12月２日（月）10：00～

12月11日（水）14：00
（入荷済のチケットは

令和２年１月31日（金）まで）
【枚　　数】
原則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 インターネットかFAX（別紙申込書）でお申込みください。
（１）インターネット　http://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。
（２）ＦＡＸ　０４８－８５９－１７１１

支払方法 申込時にいずれかの支払方法を選んでください。
（１）ワークジョイさいたま窓口で現金払い　※窓口支払時のみポイントが加算されます。
（２）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」が入っているので、その指示に従ってください。

注意事項 ■ＦＡＸ申込の方や入荷のお知らせを電話で希望される方は、平日日中に連絡が取れる電話番号をご記入ください。
　なお、不在などの理由でつながらない場合には、指定番号以外の連絡先に電話することもありますので、予めご了承ください。
■席の指定はできません。　■申込後のキャンセルは出来ません。すべてお買い取りになります。

佐渡 裕
佐渡裕ⒸTakashi Iijima

チケット入荷済 すぐにお受取りが可能です〈１月31日（金）まで受付〉

特別展 天空ノ鉄道物語
196121事業番号

全国の鉄道系博物館でも通常は
見られない蔵出しのレアな展示
品を軸に、「街を創り、地域の
発展を促し、文化を牽引してき
た鉄道」を、1964年から2020
年のオリンピックイヤーを結ぶ
形で紹介。
【日　時】12月３日（火）～令和２年３月22日（日）
【会　場】森アーツセンターギャラリー＆スカイギャラリー（六本木）
【料　金】①一般1,500円（通常前売2,300円）
 ②高校生・大学生800円（通常前売1,300円）
 ③４歳～中学生500円（通常前売800円）
【枚　数】①30枚　②10枚　③20枚
【その他】開館時間や閉館日等は公式HPにてご確認ください。
 https://www.tentetsuten.com/

山根一仁
ⒸK.MIURA

電話での申込みは
できかねますポイント

対象事業

会員証

会員専用ページからも
申込みできます

http://www.
sozo-saitama.or.jp/

workjoy

携帯電話専用
QRコード

正会員　ふろむ会員　共通

阿部 寛 吉田鋼太郎

広告

【お問合わせ】

隣接カフェスペース

【バスターミナルに直結】
（東武バス様・国際興業バス様）

１・２階クイーンズ伊勢丹様

〒330-0074  　さいたま市浦和区北浦和1－7－1　3Ｆ
カルタスホール会議室　管理事務室　（北浦和ターミナルビル株式会社）　
TEL　048-814-2501　※平日　9：00～17：00まで受付

詳細はホームページでご覧下さい。
※料金表・申込方法等
　ご覧いただけます。　検索カルタスホール　北浦和

利用料金
（１室の場合）

午前３ｈ
9：00-12：00

午後４ｈ
13：00-17：00

夜間４ｈ
17：30-21：302,570円 3,080円 3,080円

駅近で便利‼　大小４つの会議室

貸会議室のご案内
アクセス

抜群
低 料 金 夜間利用

21:30まで
事前

予約可

北浦和駅

東口より

徒歩３分

〈会議に〉 〈講演会に〉 〈研修に〉 〈面接会に〉

（平成31年４月１日現在）



6 ワークジョイさいたまNEWS　No.124 7ワークジョイさいたまNEWS　No.124

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
新規割引提携施設

利用資格▪正会員・ふろむ会員共通

利用資格▪正会員・ふろむ会員共通

スポーツクラブルネサンス

 鍼灸サロンアイボリーローズ

店　舗▪�全国各地200店舗以上
　　　　※ 埼玉県内にもルネサンス直営施設が４店舗あります。
　　　　　　（ルネサンス浦和、蕨24、北戸田24、春日部）

利用方法▪�
　 インターネット（下記ＱＲコード
参照）から予約してください。
アクセス▪�
　 新宿駅南口より徒歩６分
　（東京都渋谷区代々木 2-21-11

ベルテ代々木Ⅱ204）
問合せ先▪�
　TEL 03-6336-3280
　（担当：沼田）

ルネサンスなら、楽しみながら「なりたい！」自分になれます。

肩こりや腰痛、冷えやむくみ、不眠、目の疲れなどで悩んでいませんか？
鍼灸・アロマ治療は続けていくことで不調の出にくい体を目指します。

昨シーズン多くの方にご利用いただいたスキーリフト共通補助券が今シーズンは対象施設を拡大して
パワーアップ！会員証呈示料金と合わせてお得にスキーを楽しもう！！

　

　

サービス内容変更のお知らせ

2019-2020シーズン　スキー場リフト　お得情報

会員証呈示＆スキーリフト共通補助券で
割引利用できるスキー場
料金等の詳細は、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。

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

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/※のスキー場は「富士急ハイランド（FUJIYAMA倶楽部）

　利用補助券」をご利用ください。

新潟県

福島県

群馬県

栃木県
長野県

静岡県

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
ＧＡＬＡ湯沢
湯沢高原スキー場 NEW

会津高原たかつえスキー場
あだたら高原スキー場※

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 NEW

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リゾート八ヶ岳

小海リエックス・スキーバレー
車山高原SKYPARKスキー場
八千穂高原スキー場 NEW

スノータウンYeti※

実施期間▪令和２年１月６日（月）～３月19日（木）　※入園制限中のパークではご利用いただけません
料　　金▪
　　　　　※10月１日から通常料金が改定されました

利用方法▪ 手順１ �「東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム」利用者専用サイト
　　　　　　　　　（URL：dcp.go2tdr.comまたは右記ＱＲコード）にアクセス
　　　　　 手順２ �　2019年度第２回「サンクス・フェスティバル」パスポートの
　　　　　　　　　ご案内より、『パスポートのご購入はこちら』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（以下「ディズニー購入サイト」）
　　　　　　　　　の専用トップ画面にリンクするので、『契約団体番号』、『プランパスワード』を入力

ご利用上の注意▪
　〉〉〉 ディズニー購入サイト以外での販売はありません（ディズニーストアやパークの窓口で購入

することはできません。
　〉〉〉 お支払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「個人番号（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。

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

©Disney

今年度分の「コーポレートプログラム
利用券（４枚綴り）」の受取りはお済みですか？

ワークジョイ いたまの
会員専用ページでお申込
みください。

※�普通郵便（送料無料）で発送
しますので、１週間程度余裕
をもってお申込みください。

区　分 通常料金 特別料金
大人（18歳以上） 7,500円 6,900円 5,900円
中人（中学・高校生）12～17歳 6,500円 5,900円 4,900円
小人（幼児・小学生）４～11歳 4,900円 4,300円 3,300円

コーポレート
プログラム
利用券併用

特 典 ①鍼灸・美容鍼・アロマトリートメント（女性専用、予約制）
　10％OFF
　＊鍼灸コース60分7,000円→6,300円（税込）
　＊美容鍼コース90分10,000円→9,000円（税込）
②訪問鍼灸（さいたま市中央区、桜区周辺）10％OFF
　＊訪問鍼灸コース60分9,000円→8,100円（税込）
保険診療の対応については条件があるので、お問合せください。

ワークジョイさいたま センターニュースNO.124（2019年12月発行）号外

裏面の19ヵ所のスキー場をご利用になる場合には、会員証呈示

によりお得な契約料金でご利用いただけます。また、共通補助券

（1枚1名様）のご利用でさらに500円お得にご利用になれます。
会員番号と会員氏名を記入し、会員証とあわせて、
利用施設に提出してください。

＜発行責任者＞　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（愛称：ワークジョイさいたま）　

コピー不可／転売不可

令和元年度ワークジョイさいたまスキー場リフト券　共通補助券

・本券は 1 枚で１名、裏面の利用施設でご利用になれます。料金を添えて施設窓口に提出してください。

・会員と登録家族以外は利用できません。
・会員番号及び会員氏名の記入がないものは無効とします。

　 また、転売防止のため、利用施設において、会員証または身分証（運転免許証、健康保険証）による本人確認を行います。家族のみで利用する場合に

は、会員から会員証をあずかり、呈示してください。あらかじめこの確認に同意の上、本券をご利用ください。

・利用施設により営業期間が異なります。本券の有効期間内であっても利用できない場合がありますので、あらかじめ施設へお問い合わせください。

会員番号
─

有効期間：12月1日※～　　　　　　令和２年3月31日
　※一部の施設は12月中旬に営業開始します。

補助額

500円

会員氏名

＜発行責任者＞　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（愛称：ワークジョイさいたま）　

コピー不可／転売不可

令和元年度ワークジョイさいたまスキー場リフト券　共通補助券

・本券は 1 枚で１名、裏面の利用施設でご利用になれます。料金を添えて施設窓口に提出してください。

・会員と登録家族以外は利用できません。
・会員番号及び会員氏名の記入がないものは無効とします。

　 また、転売防止のため、利用施設において、会員証または身分証（運転免許証、健康保険証）による本人確認を行います。家族のみで利用する場合に

は、会員から会員証をあずかり、呈示してください。あらかじめこの確認に同意の上、本券をご利用ください。

・利用施設により営業期間が異なります。本券の有効期間内であっても利用できない場合がありますので、あらかじめ施設へお問い合わせください。

会員番号
─

有効期間：12月1日※～　　　　　　令和２年3月31日
　※一部の施設は12月中旬に営業開始します。

補助額

500円

会員氏名

＜発行責任者＞　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（愛称：ワークジョイさいたま）　

コピー不可／転売不可

令和元年度ワークジョイさいたまスキー場リフト券　共通補助券

・本券は 1 枚で１名、裏面の利用施設でご利用になれます。料金を添えて施設窓口に提出してください。

・会員と登録家族以外は利用できません。
・会員番号及び会員氏名の記入がないものは無効とします。

　 また、転売防止のため、利用施設において、会員証または身分証（運転免許証、健康保険証）による本人確認を行います。家族のみで利用する場合に

は、会員から会員証をあずかり、呈示してください。あらかじめこの確認に同意の上、本券をご利用ください。

・利用施設により営業期間が異なります。本券の有効期間内であっても利用できない場合がありますので、あらかじめ施設へお問い合わせください。

会員番号
─

有効期間：12月1日※～　　　　　　令和２年3月31日
　※一部の施設は12月中旬に営業開始します。

補助額

500円

会員氏名

＜発行責任者＞　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（愛称：ワークジョイさいたま）　

コピー不可／転売不可

令和元年度ワークジョイさいたまスキー場リフト券　共通補助券

・本券は 1 枚で１名、裏面の利用施設でご利用になれます。料金を添えて施設窓口に提出してください。

・会員と登録家族以外は利用できません。
・会員番号及び会員氏名の記入がないものは無効とします。

　 また、転売防止のため、利用施設において、会員証または身分証（運転免許証、健康保険証）による本人確認を行います。家族のみで利用する場合に

は、会員から会員証をあずかり、呈示してください。あらかじめこの確認に同意の上、本券をご利用ください。

・利用施設により営業期間が異なります。本券の有効期間内であっても利用できない場合がありますので、あらかじめ施設へお問い合わせください。

会員番号
─

有効期間：12月1日※～　　　　　　令和２年3月31日
　※一部の施設は12月中旬に営業開始します。

補助額

500円

会員氏名

令和元年度ワークジョイさいたま　スキー場リフト券　共通補助券

今シーズンはどこに行く？
ゲレンデがみんなを待っている !!

今号に同封しています。▶

12/1（日）▶1/15（水）

対象
コース
変更

割引対象となるコースが新たに増設され
20回コースから割引が適用されます。

ＧＡＢＡマンツーマン英会話
入場料
変更 一般440円（通常660円）

※利用補助券はそのまま利用できますが、窓口支払額が変わります。

沼影アイススケートリンク

入館料
変更 会員証呈示で通常入館料より50円引きと

なります。

さいたま清河寺温泉
入場料
変更 大人120円（通常230円）

※利用補助券はそのまま利用できますが、窓口支払額が変わります。

市民プール（三橋プール）

１日無料で利用できる招待券
プレゼント

申込方法▪
会員専用ページ（事業コード195624）
より、クイズの答えを数量欄に入力し
て、応募ください。クイズのヒントは
この記事のなかにあります！

抽選
30名
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http://www.sozo-saitama.or.jp/workjoy NO.124

　令和２年１月20日（月）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

事務局からのお知らせ

　当センターは以下のとおり年末年始の休暇をいただきます。また、チケット等
の年内発送は12月27日（金）13時注文分まで、窓口でのチケット等の販売（受取
り含む）は、現金取扱の都合上、12月27日（金）16時で終了させていただきます
ので、何卒ご了承ください。なお、年末年始休業期間にいただきましたご注文に
つきましては、令和２年１月６日（月）より、順次受付及び発送を開始いたします。
年末年始休業期間：12月28日（土）～令和２年１月５日（日）

年末年始のチケット発送及び窓口業務などについて

本当に怖い！歯周病

お問合せ先■さいたま市健康増進課　電話048-829-1294

さいたま市より 健 康 情 報 Ｂ Ｏ Ｘ

　歯周病は歯と歯ぐき（歯肉）のすき間（歯周ポケット）から侵入した細菌が歯肉に炎症を引き起こし、さらには歯を支える
骨（歯槽骨）を溶かしてグラグラにさせてしまう病気のことです。年に1～2 回は歯科医院での定期的な歯科健診を受けま
しょう！

今！歯周病を予防するために

歯周病の進行と症状 歯を失う原因は歯周病が最も多い!?

●歯周病は自覚症状がなく、静かに進行してしまう恐ろしい病気です。
● 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。

●歯周病予防には、セルフケアとプロフェッショナルケアが重要です。

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

定期的な歯科健診、
クリーニング等、
専門家が行うケア

セルフケアとは プロフェッショナルケアとは

▶ 退会後は、施設利用補助券（東京ディズニーリゾー
ト、ガイドブック巻末）など、すべてのサービスが
利用できなくなります。退会後の利用が判明した場
合は、補助金額を返還していただきます。
▶ 利用資格は、会員と登録家族（サービスによっては、
会員本人のみ）に限ります。友人や同僚等への譲渡
も禁止しています。

　メルカリ・ヤフーオークションなどへの出品や転
売が確認された場合には、該当者を特定し補助金額
を返還していただくとともに、今後の販売を停止さ
せていただく場合がございます。

施設利用補助券等の利用について

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！

　歯が失われる原因で最
も多いのが「歯周病」で
す。年齢を重ねると歯周
病の割合が増えます。歯
が多数残っていると、お
いしく食べられます。お
口の健康から全身の健康
をめざしましょう！

出典：厚生労働省e-ヘルスネット

健 康 歯肉炎 歯周炎 重度歯周炎

・うすいピンクの
歯ぐき

・歯ぐきが引き締
まっている

・歯ぐきの腫れ
・出血がある
・プラークの除去
で治る

・歯ぐきが下がる
・歯槽骨が下がる
・歯がグラグラする

・歯のグラグラが
増加し、抜ける

歯周病
41.8％

破折
11.1％

矯正
1.0％

その他
12.6％

無効 0.6％ 無回答 0.1％

むし歯
32.4％

手遅れになる前に、

歯科医院でのチェックを

受けましょう！


