
おいしいおうち時間を応援します。一人暮らしの方にもオススメです。

お知らせ P８

◦さいたま市より

イベント・おすすめ情報 P１～３

◦ みかん狩り補助券
◦ 次郎柿２Lサイズ

ほか
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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

有効期間▪�約６ヵ月
枚　　数▪�各200枚
申込期間▪�10月２日（金）10：00～10月５日（月）14：00
受渡開始▪�10月26日（月）発送見込 発送まで、少しお時間をいただきます
そ の 他▪�❷のお申込みは、満20歳以上の会員に限らせていただきます。

①専用サイトにアクセス
②カード裏面に記載されている番号を入力してログイン
③お好みの商品を選択し、お届け先の情報を入力して申込完了
④商品が届きます（お届け日の指定がない場合、１週間程度）
注意事項：�利用はインターネットのみになります
　　　　　（電話やFAXでのご利用はできません）

和食教室・親子クッキング教室事業番号
205614 グルメカード３種

インフォメーション P４～7

◦横浜・八景島シーパラダイス
　秋の感謝月間特別プラン
◦桧家住宅優待 ほか

◦アルペン・ゴルフ５優待
◦スキー場リフト補助券

10月２日（金）10：0
0から申込開始

１会員各１枚まで 先着順

巣ごもり
応援企画

47都道府県
グルメカード
5,500円券

アサヒスーパードライ
鮮度ギフトカード

5,000円券

おいしいお米カード
3,000円券

全国のオススメの商品がお取り寄せで
きます。

例） 【北海道】帯広の味 豚丼
 【沖縄県】沖縄の味 ソーキそば　等

製造後３日以内に工場から出荷した「350
ml缶×18本」をご指定日にお届けします。

様々な産地のお米からお好きなもの一
つと交換できます。

例） 【山形県産】つや姫（２kg）
 【宮城県産】ひとめぼれ（２kg×２） 等

料金��4,600円／１枚 料金��4,200円／１枚 料金��2,400円／１枚

※詳細は、各券種のＱＲコードからご確認ください。

❶ ❷ ❸

食欲の秋

グルメカードの利用方法
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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。

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

農園の紹介
足立柿園は静岡県浜松市にあります。温暖な大平地域は全国
でも有名な甘柿の一種「次郎柿（じろうがき）」の名産地とし
て有名です。

申込み後のキャンセルは出来ません。
買取りになります。

正会員
ふろむ会員
共通

会員専用ページから
お申込みください

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

新型コロナウィルス感染拡大防止の一環として、窓口での対面販売は
見合わせております。商品のお受け取りは代金引換郵便をご利用くだ
さい。

毎年200人以上の会員の方に利用いただいている人気の味覚狩りです。
園内試食自由！おみやげが約１kgついて１人300円でみかん狩りが楽しめます。

図書カードNEXT事業番号
205615

11月４日（水）から申
込開始

＊実際の絵柄とは異なる場合があります

11月限定 みかん狩り補助券 https://yamakien.web.fc2.com/

所 在 地▪風布やまき園　埼玉県大里郡寄居町風布138
　　　　　TEL：048-581-6893　※ アクセスなどの詳細はホームページをご覧ください。
利用方法▪�下記補助券（１人１枚必要）を切り取りのうえ、入園料を添えて提出してください。
　　　　　（４歳未満は無料）
そ の 他▪� 開園日は変更となる場合があります。
　　　　　必ず、お出かけ前に営業状況をご確認ください。

全国の書店などの取扱い加盟店でご利用いただけます。秋の夜長に読書はいかがですか。

料　　金▪2,500円／１枚（3,000円分）
有効期限▪約10年（カード裏面に記載）
枚　　数▪300枚　　　　　　　
申込期間▪11月４日（水）～11月６日（金）14：00
当選発表▪11月11日（水）
受渡しについて▪11月12日（木）発送見込

１会員４枚まで 抽選

産地直送フルーツ　～旬の味覚をおトクにお届け～
次郎柿２Lサイズ

申込期限：10月25日
（日）まで

次郎柿は、種も少なくそのままおいしく食べられる甘柿です。
今年は、よりたくさんの方に召し上がっていただきたく、
お徳用の訳あり品もご用意いたしました。

１会員いずれか１点まで

　“会員専用”の申込書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または郵送）
　記入事項に漏れや誤りがありますと、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25日までに
会員専用申込書を
FAXまたは郵送

1 　11月10日
頃から、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
料金

※ 料金は、通常送料、消費税込みとなります。北海道、沖縄、離
島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/ in fo/

🅐 贈答用12個入り
2,600円
（通常3,860円）

🅑 訳あり52個入り
おすそ分け袋付き

4,900円
（通常7,000円）

申込み・
支払い
方法

訳あり柿は、糖度等は贈答用と変わり
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、召し上がってい
ただく分には全く問題のない商品です。

実りの秋

2
実りの秋

1

こども商品券事業番号
205616

＊実際の絵柄とは
　異なる場合があります

お子様への「誕生日・クリスマスプレゼント」「入園・入学祝い」「卒園・卒業祝い」等、
お子様にまつわるギフトシーンに最適です。

１会員２セットまで12月２日（水）10：0
0から申込開始

先着順

料　　金▪5,100円／１セット（1,000円×６枚＝6,000円分）
有効期限▪2025年12月31日（５年間有効）
数　　量▪100セット
申込期間▪12月２日（水）10：00～12月４日（金）14：00
受渡開始▪12月９日（水）発送見込
そ の 他▪お釣りは出ません。

使えるお店は
下記ＱＲコードより
確認できます

2020
みかん狩り補助券

ワークジョイさいたま会員専用

有効期限　11/1～11/30
優待内容　入園料
　　　　　   通常600円
　　　　　　　　▼
　　　　　補助後300円

コピー不可

風布やまき園
2020

みかん狩り補助券

ワークジョイさいたま会員専用

有効期限　11/1～11/30
優待内容　入園料
　　　　　   通常600円
　　　　　　　　▼
　　　　　補助後300円

コピー不可

風布やまき園
2020

みかん狩り補助券

ワークジョイさいたま会員専用

有効期限　11/1～11/30
優待内容　入園料
　　　　　   通常600円
　　　　　　　　▼
　　　　　補助後300円

コピー不可

風布やまき園
2020

みかん狩り補助券

ワークジョイさいたま会員専用

有効期限　11/1～11/30
優待内容　入園料
　　　　　   通常600円
　　　　　　　　▼
　　　　　補助後300円

コピー不可

風布やまき園

お得！

みんな
でシェ

ア

　施設等へお出かけの際は、マスクを着用し、密を避ける等、感染
拡大防止対策をしっかりした上でお楽しみください。
　また、発熱・咳・全身痛などの症状がある場合は、外出をお控え
いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大予防のご協力をお願いいたします

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

見　本
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横浜・八景島シーパラダイス  秋の感謝月間特別プラン
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

         

広告

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

広告

森永乳業宅配限定商品 申込期間：10/16（金）まで
１会員いずれか２点まで

災害時の備蓄用として！常温で長期保存が可能な商品をお得な料金であっ旋します。

10月と11月だけのお得情報！
下記『秋の感謝月間特別プラン補助券』利用で普段よりも更にお得になります。

※ 消費税・送料込み

※ 支払時、会員本人名義
でお振込みください
（振込手数料は、会員
様負担となります）。

　　申込み
10月16日（金）までに会員
専用申込書をFAX

1 　　お支払い（振込）
10月30日（金）までに指定
口座に振込み

2 　　納品
入金確認後、10月下旬
頃から順次商品発送

3申込・
支払い方法▪

申込期間▪10月16日（金）まで
申 込 先▪エプロン宅配センター　川口・北足立店
そ の 他▪申込後のキャンセルはできません（買取となります）
　　　　　不明な点等ございましたら、上記申込先（TEL：048-226-2227）へお問合せください。

期間限定
10/1（木）～11/30（月）

区　分
アクアリゾーツパス

（水族館4施設）
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）

一般料金 ▶ 窓口支払額 一般料金 ▶ 窓口支払額
大人・高校生 3,000円 ▶ 1,000円 5,200円 ▶ 2,800円
小・中学生 1,800円 ▶ 500円 3,700円 ▶ 1,600円
幼児（4歳以上） 900円 ▶ 100円 2,100円 ▶ 500円
シニア（65歳以上） 2,500円 ▶ 1,000円 3,700円 ▶ 1,600円

ハンターマウンテン塩原
紅葉ゴンドラ
開園期間 ▼10月10日（土）
　　　　　～11月８日（日）
開園時間 ▼９：00～16：00
　　　　　(上り最終15：30)

マウントジーンズ那須
ゴンドラ
開園期間 ▼11月８日（日）まで
開園時間 ▼８：30～15：00
　　　　　(下り最終15：30)

ガイドブック2020巻末の利用補助券では、本プランの利用はできません。注意事項

【本券使用上の注意】
１．必ず会員番号・会員氏名をご記入の上ご利用ください（記入がないものは無効となります）
２． 天候不良・点検整備・営業終了により、一部アトラクションをご利用いただけない場合が
ございます。対象機種は、横浜・八景島シーパラダイス公式HPにてご確認ください。

３．混雑状況により、入場制限を行う場合がございます。

横浜・八景島シーパラダイス
『秋の感謝月間特別プラン補助券』

会員
番号 ― 会員

氏名

利用方法▪会員証呈示／５名まで
料　　金▪ゴンドラ往復料金　大人1,400円（通常1,700円)／子供・ペット650円（通常900円)　※子供：３歳～小学生

会員証
呈示

会員証
呈示

８月10日に新アトラクション

「マリンカートファンタジア」が

オープン！

有効期間 10/1
（木）

11/30
（月）～2020年

コピー不可 １枚４人まで／他の割引券との併用不可

アクアリゾーツパス（水族館４施設）
  一般料金 　　窓口支払額 人数　　

■ 大人・高校生 3,000円　 ▼  1,000円 ■名

■ 小・中学生 1,800円　 ▼  500円 ■名

■ 幼児（４歳以上） 1,900円　 ▼  100円 ■名

■ シニア（65歳以上） 2,500円　 ▼  1,000円 ■名

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）
  一般料金 　　窓口支払額 人数　　

■ 大人・高校生 5,200円　 ▼  2,800円 ■名

■ 小・中学生 3,700円　 ▼  1,600円 ■名

■ 幼児（４歳以上） 2,100円　 ▼  500円 ■名

■ シニア（65歳以上） 3,700円　 ▼  1,600円 ■名

広告

こんな方にオススメ
★ 血流が気になる方
★ 冷えが気になる方

内　　容　18本入り
　　　　　125ml／１本
賞味期限　製造日より5ヵ月

料　　金　2,000円
　　　　　（通常　2,721円＋送料）

まろやか
黒酢

4

こんな方にオススメ
★ 血糖値や中性脂肪が
　気になる方
★ お腹の調子が気になる方
★ 野菜不足が気になる方

内　　容　18本入り
　　　　　125ml／１本
賞味期限　製造日より5ヵ月

料　　金　2,000円
　　　　　（通常　2,527円＋送料）

充実野菜
3

「無菌充てん包装」と「６層構造の容器」で酸素と光を遮断、
保存料不使用なのに日持ち長持ち！

内　　容　12丁入り
賞味期限　製造日より6ヵ月

料　　金　1,600円
　　　　　（通常　1,879円＋送料）

充てん
豆腐
絹ごし

1
充てん
豆腐
料理用

2

★くちどけの良いなめらかさ
★大豆本来の甘み

★崩れにくいしっかり食感
★水切り不要で手間いらず

冷奴に
お料理に

発行：公益財団法人さいたま市産業創造財団 2223

機能性
表示食品 機能性

表示食品

期限厳守で
お願いします

見　本
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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

         

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/
パスワード　prkeiyaku

新潟県

群馬県

栃木県

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

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 NEW
鹿島槍スキー場 NEW

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

Happy-Casket （Nursery & After school and more)

アルペン　ゴルフ５　スポーツデポ

利用方法▪� 会員証呈示　　問合せ先▪�TEL.048-731-9616　E-mail. enjoy@happy-casket.com
　　　　　　　　　　　　アクセス▪�北浦和駅西口より徒歩４分（さいたま市浦和区常盤３-10-６）

利用方法▪� 会員証呈示
対象店舗▪� 埼玉県内全店（アウトレット店は対象外）

ママと子どもの欲しいが詰まった子どもの居場所
共に学ぶ　共に楽しむ　共に育つ　認可外保育園＆民間学童。

初心者の方も、上級者の方も、一人ひとりのお客様にピッタリな商品とスポーツライフをご提案します。

 h t tp : / /happy -casket . com/

https://store.alpen-group.jp/corporate/business/stores/

特 典 ①Nursery（保育）、After School（学童）、Study Hall（自立型学習塾）
　ご利用時の入会金無料（通常28,000円）
②学習塾、英語教室、そろばん教室　ご利用時の入会金無料（通常6,000円）

このほか、「入園仮予約の受付」や「優先入園の受付」特典があります。

桧家住宅

利用方法▪� ①ワークジョイさいたま会員ページより、「紹介カード」を申込み【無料】
　　　　　②３営業日以内に、ご指定場所（自宅or事業所）に発送。
　　　　　③紹介カードが届いたら、「桧家住宅 営業企画部」宛にFAX orメール。
　　　　　④初回商談時に、紹介カードを提出。

問合せ先▪�桧家住宅 営業企画部
　　　　　TEL.0480-53-3232

桧家住宅にて、お求めの条件に合う家づくりをご検討ください!!

ht tps : / /www.h inok iya . jp/

特 典 ①注文住宅　建築請負契約の建物本体価格（税別）の4.5％割引
②戸建分譲住宅　契約価格（税別）の１％割引
③不動産売買（土地・住宅）　仲介手数料の18％割引

❶経験豊富な責任者クラスの営業を担当として選任。
❷資金計画や資産運用などのご相談を希望の場合には、
　専門家FPとのファイナンシャル・プランニングを無料にて提案

プラス
特典も!!

詳しくはコチラ

特 典 「フレーム付き２Lプリント」プレゼント
　基本料金含め25,000円（税込）以上ご購入の方対象です。
　・BASIC　誕生日／百日記念／初節句／入園入学／卒園卒業／長寿祝い　等
　・KIMONO　お宮参り／七五三／1/2成人式／成人式／初詣　等
　・MATERNITY　 
　・CADUAL WEDDING　カジュアルに結婚の思い出を残したい方

※ PORTRAIT PLAN、OTHER PLAN、SENIOR PHOTO PLANは対象外。
※他のサービスと併用不可。
出張エリア：さいたま市近郊（詳しくはお問合せください）

出張写真撮影サービス ～KOMICHI photograph～

利用方法▪会員証呈示
問�合せ先▪ホームページ内の問合せフォームからお問合せください

“心が温かくなる記憶”を写真とともに

https://www.komichiphotograph.com/

会員証呈示＆スキー場リフト券共通補助券で割引利用できるスキー場
料金等の詳細は、11月下旬頃、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

特 典 ポイントサービス５％還元！（通常は購入ランクにより１％～）
※除外商品を除き、税抜き販売価格に対し、ポイント還元特典を得られます。
※ 接客時に会員証を呈示することで、一部のゴルフクラブは最安値で購入できる
　場合があります。
※アプリのダウンロードなどが必要です。

毎年多くの方にご利用いただいているスキー場リフト券共通補助券。
会員証呈示料金とあわせてお得にスキーを楽しもう！！

2020-2021シーズン

スキー場リフト
お得情報

ワークジョイさいたま センターニュースNO.128（2020年10月発行）号外

裏面の18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２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：令和２年12月1日※～　　　　　　令和３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２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：令和２年12月1日※～　　　　　　令和３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２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：令和２年12月1日※～　　　　　　令和３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２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：令和２年12月1日※～　　　　　　令和３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

ワークジョイさいたま　スキー場共通補助券　2020―2021

スキー場へ行こう !!

補助券は
今号に同封
しています

ミエルかわぐち店
デオシティ新座店
岩槻店

北本店 大宮吉野店、北本店、川越店、春日部店、坂戸店
デオシティ新座店、浦和店、川口朝日店
グリーンガーデン武蔵藤沢店、和光店、草加店
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雇用管理セミナーを開催します 働く人の支援講座を開催します
　さいたま市内での就職を希望する子育て世代の求職者を
募集、採用する企業の方々を対象に、雇用管理の改善や整
備に関するセミナーを行います。
内　容▪ 子育て支援のポイント（育児と仕事の両立のため

の諸制度、在宅ワーク導入のメリットと留意点）
日　時▪11月17日（火）14時～16時
場　所▪大宮ソニックシティ　806会議室
定　員▪20社（先着順）　
参加費▪無料

　市内在住又は在勤の方を対象に、勤労者に必要な労働問題に
関する基礎知識に加え、ワークライフバランスを保つため、メ
ンタルヘルスやハラスメントについて学ぶ講座を、11月24日
（火）より開催します。
〈11月開講講座（全５回）〉
健やかに働き続けるための労働に関する知識
会　場▪大宮ソニックシティ

問合せ：受託事業者
　　　　（株）ブルージュ
ＴＥＬ：048-242-3249
ホームページ： https://www.brugge-seminar.info/

問合せ：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
ホームページ： https://www.sigma-staff.co.jp/education/
　　　　　　　2020_saitamashi_hatarakuhito/

所管■さいたま市労働政策課　TEL 048-829-1370

お問合せ・申込み
公益財団法人さいたま市産業創造財団
経営支援・金融課（経営支援担当）
TEL.048-851-6652　E-mail.shien@sozo-saitama.or.jp

　検索ワークジョイさいたま

公益財団法人さいたま市産業創造財団からのお知らせ

新型コロナウイルス対応専門家派遣のご案内
　営業・人事・法律・技術・Webなど、経営上のあらゆる
課題に対して専門家がアドバイスを行い、事業の安定・成長
をサポートします。
派遣料金▪5,500円／１回あたり３時間程度・税込
　　　　　※通常料金11,000円の半額です

　ワークジョイさいたまに入会している事業所は、左記の専門家派遣に
おいて、以下の派遣テーマで実施した場合、派遣料金が実質無料になり
ます。詳しくは、ガイドブック2020　P25でご確認ください。
補助額▪5,500円（上限）
　　　　※会員数４名以下の会員事業所は、会員１名につき補助額2,000円
派遣テーマ▪従業員の福祉の向上につながるもの
　　　　　　例） ・テレワーク導入に伴う就業規則の改定支援
 ・職場内にワークライフバランスを取り入れたい　　など

詳細は
ホームページで
ご確認ください

詳細は
ホームページで
ご確認ください

さいたま市より

お気軽に
ご相談
ください

生活資金
融資制度の
ご案内

　お子様の教育資金や結婚、出産資金、医療資金等の不時の出費に関わる融資資金制度です。
　利用資格や必要書類等の詳細は、ガイドブック2020　P８でご確認ください。
融資限度額▪100万円　※ 事業資金、投資目的、ローン借換等には利用できません。

問合せ：中央労働金庫に直接お問合せください。　大宮支店　TEL：048-645-0011　　さいたま支店　TEL：048-864-0100

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
17：30-21：302,610円 3,140円 3,140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〉

（令和２年４月１日現在）


