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2021年度事業自粛のお知らせ
2021年度のイベント事業ですが、新型コロナウイルスの感染が終息の目途が立たないことから、会員の皆様の健康面
や安全面を考慮し、自粛や延期、縮小をさせていただきます。
皆様にはご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんがご理解をお願い申し上げます。
今後も皆様に、より良いサービスを提供できるように努めてまいります。 さくちゃん事務局

高年齢者も子育て世代も応援！
2021年度より新しい取組がスタートします！！

さくちゃん事務局よりお知らせさくちゃん事務局よりお知らせ

2021年４月より「70歳就業法（改正高年齢雇用安定法）」が施行され、働く方々の年齢条件や状
況、環境が目まぐるしく変化しています。
当センターでは、現役で働く高年齢者の応援事業として、「古稀70歳・喜寿77歳」を迎えられた方
を対象に、お誕生月にお祝いの品を贈らせていただきます。
※入会申込書に記入された生年月日に基づき、2021年4月1日以降の満年齢の方を対象とします。

「古稀70歳・喜寿77歳」の会員の皆様へ

慶弔給付金「出生祝金」の給付の他に、子育て世代への支援・少子化対策の一環としてお祝いの品
を贈らせていただきます。
※2021年4月1日以降の慶弔給付金請求分が対象となります。
※ご両親がお二人とも会員であれば、お二人ともにお贈りします。

「出生祝金」該当の会員の皆様へ

2021年5月14日、当センターの理事長が後藤さとみに代わりました。
さくちゃん事務局のホームページはご存知ですか？
2021年度より、ホームページ限定通年事業として『図書カード・こども商品券』の斡旋を開始しました。
不定期で限定商品の斡旋紹介もしております。是非チェックしてください。

慶弔給付金の通知時に事業所へお届けします。お届け時期

このニュースの申込時に記入・入力いただいた個
人情報はサービスセンター事業に関する業務以外
には使用しません。
各チケット等でセンターより発送する送料は全て
無料となります。
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申　込
チケット

さくちゃん事務局　FAX　025-545-9080

会員番号 事業所名
支店名会員氏名

事業所住所 〒
TEL　    （　　　　）

申込みと手続きについて
申込締切：6月24日（木）10：00まで　限度枚数：会員１人につき各１セットまで
①下記申込書をFAXまたは郵送いただくか、WEBより申し込みください。
②申込締切後、申込多数の場合は抽選を行い、受理の方へチケット・振込書を送ります。
③振込書記載の期日までに金融機関から振り込みをしてください。（事務局での支払いもできます。）
※選外の方には通知いたしませんのでご了承ください。 ※金融機関での振込み手数料はご本人様負担となります。
※受理後のキャンセル、払い戻し、紛失時の再発行はできません。

▲モバイルは
　こちら

ジェフグルメカード　　　　　イオン商品券　　　　　QUOカード
希望のチケットに○を記入してください。（会員１人につき各１セットまで）

おうち時間応援企画

ココロロナナにに負負けけるるな
な！！

WEB
申込

抽 選

Part１

ジェフグルメカード
大手のファミリーレストラン、ファストフードなどの外食チェーン
店を中心に利用できるお食事券です。有効期限はありません。

◀詳しくは
　こちら

全国共通お食事券

斡旋価格

利用できる店舗

1セット
斡旋枚数

500セット500セット
ガスト・ココス・魚民・モスバーガー・魚べい 他

大手コンビニエンスストア・書店などで使えるプリペードカード
です。有効期限はありません。

QUOカード

◀詳しくは
　こちら

イオン各店・マックスバリュ・ウエルシア薬局 他

イオン商品券

◀詳しくは
　こちら

利用できる店舗

全国のイオングループ各店舗で利用できます。有効期限はあり
ません。

4,000円

斡旋価格

1セット
斡旋枚数

500セット500セット4,000円

斡旋価格

利用できる店舗

1セット
斡旋枚数

300セット300セット
セブンイレブン・ローソン・蔦屋書店 他

2,300円

5,000円分を

5,000円分を

3,000円分を
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大大 福福 引引 会会当たって応援企画当たって応援企画当たって応援企画当たって応援企画
当選権利は会員の皆様全員！

※自動抽選のため、申込不要です。

2021.6.30に会員である方全員
2021.7.2 に事務局でランダム抽選します（抽選ソフトにて）

2021.7月発行の号外・ホームページで発表します（会員番号のみ）
発表後、当選者には通知します。
商品については、事務局へお越しいただくものと発送するものがあります。

抽選方法・時期
福引対象者

商品引換
当選者発表

当選数 約６４０本！！当選数 約６４０本！！昨年好評いただいた【大福引会】を全会員を対象に
ランダム抽選（抽選ソフトにて）で行います。

今話題の！アウトドアグッズ

コロナに負けるな！生活に役立つギフトシリーズ
※商品は変更や追加になる場合があります。

合計 220名様合計 220名様

暑い夏に…
サーティワンアイス 500円券

※商品は変更や追加になる場合があります。

（一部は3,000円相当）
3,000円分各20本！3,000円分各20本！

全国お食事券ジェフグルメカード ビール券 全国共通すし券 イオン商品券

図書カードこども商品券 QUOカード UCギフトカード

合計
400名様

合計
400名様

・道の駅あらいお買物券
・能生マリンドリームお買物券
・肉のたなべお買物券

（4万円相当）
入門用テントとして
圧倒的な人気！

日除けにも◎

1名様1名様
開くと…

アメニティドームM

その他家族で使える
アウトドアグッズを

詳細はHP、7月の号外でお知らせします
19名様19名様 に

商品例

（画像はイメージです）

フライパン

ワッフルメーカー

コーヒー
ドリッパー

ケトル



乞う
ご期待！

WEB
申込

抽 選

公演チケット

vol.145-4 さくちゃん事務局　FAX　025-545-9080

申込みと手続きについて
①下記申込書をFAXまたは郵送いただくか、WEBより申し込みください。
②各公演の申込締切後、申込多数の場合は抽選を行い、申込者全員へ結果を通知します。
③受理の方へは後日チケット・振込書を送ります。
※斡旋された席を事務局で割り振ります、ご希望はお受けできませんのでご了承ください。
※営利を目的とした転売行為は固くお断りします、予めご了承ください。

申　込
チケット

会員番号 事業所名
支店名会員氏名

事業所住所 〒
TEL　    （　　　　）

劇団四季　　　枚　／　なまり芸人　　　枚
希望の公演名に○と枚数を記入してください。

劇団四季 THE Bridge
～歌の架け橋～

斡旋価格

日　　時 8月19日（木）　開演／18：30

斡旋枚数 30枚（会員1人につき2枚まで）
締　　切 6月22日（火）10：00

上越文化会館　大ホール会　　場

S席 9,900円

※3歳以上有料、
　2歳以下入場不可

8,900円（税込）

斡旋価格

斡旋枚数 30枚（会員1人につき2枚まで）
締　　切 7月27日（火）10：00

上越文化会館　大ホール会　　場

全席指定 3,000円

2,500円（税込）

なまり漫才爆笑ライブ
in 上越文化会館

日　　時 10月3日（日）

出演芸人 カミナリ・U字工事・あどばるーん・ねじ 他

●来場前に自己検温の他、主催者側での検温を実施する場合があります。

●来場時はマスクの着用、手指消毒や石鹸での手洗いをお願いします。

●37.5度以上の熱、咳等の症状がある方や、過去２週間以内に感染拡大地域や国への訪問歴がある方、本人およ
　び同居家族、身近な人が最近新型コロナウイルスに感染したり疑いがある場合は入場ができません。

●感染者が発生した場合、公演の中止や内容の変更がある場合もあります。

●その他、会場と各主催者側の感染症対策に従ってください。

新型コロナウイルス感染症対策について
（上越文化会館策定より一部抜粋）

2021年9月12日㈰

公演内容等の詳細は決まり次第
ホームページでお知らせします

2021年12月25日㈯

上越市新光町1-9-10
TEL.025-522-8000

http://www.joetsu-bunkakaikan.com/

上越文化会館
詳しくは
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佐渡の美しい自然にふれよう
直江津～小木航路 ジェットフォイル「ぎんが」の就航を

記念して、佐渡汽船を応援します！

■最少催行人員（10名）に満たないときは催行中止となる場合があります。催行可否については出発日の5日前までに決定し、お知らせします。■催行決定日については、空席があれば前日16：00まで予約を承ります。
※新型コロナウイルス感染症対策として、佐渡汽船ではお客様と従業員の安心・安全な環境を守るため、努めております。詳しくはHPをご覧ください。

さくちゃん補助券の対象に新たに佐渡汽船の乗車券が対象となりました。さくちゃん補助券

特別価格対象ツアー

①直江津航路（直江津港～小木港）の乗船券
　（往復・片道）※大人・小児ともに利用できます。
②佐渡汽船㈱企画実施の旅行商品（日帰り旅行も含む）

補助券の利用対象

利用対象施設
佐渡汽船直江津総合案内所
〒942-0011上越市港町1-9-1
TEL.025-544-1234

センター独自の企画ツアーではなく、旅行企画実施会社が募集している
企画を一般料金よりセンターが補助して特別価格にて利用できます。
直接申し込むため、手続きが簡単！

●ツアー名とさくちゃんニュースvol.145を見たと告げる
●上越勤労者福祉サービスセンターの会員番号（９ケタ）・会員氏名・
　事業所名（家族のみの場合も会員情報は必須）
●参加者氏名・会員との続柄

旅行会社へ
右記内容を
お伝えください

株式会社 直江津マリントラベル（佐渡汽船直江津総合案内所内） TEL.025（544）1234【営業時間8：30～17：00】
●旅行会社に基づく規定の期間内までに斡旋料金をお支払いください。斡旋料金とは、会員と登録家族のみの特別な料金です。
※2021さくちゃん補助券の併用はできます。 ※キャンセルは一般料金に対して旅行会社規定のキャンセル料がかかります。補助の対象外です。

直江津港
発着 親子deジェットフォイル乗船体験の旅親子deジェットフォイル乗船体験の旅 予約制

行
　
程

砂金採り体験
佐渡西三川ゴールドパーク

約60分

直江津港
8：55発

小木港
10：10着

小木港
14：10/15：45発

昼食（ぶりカツ丼）
小木家
約45分

宿根木集落と
宿根木海岸
約60分

ジェットフォイル

※交通事情、その他諸事情によりコースの一部に変更が生じる場合がございます。
※島内はバス移動となります。（利用バス会社：信栄バス（株））

直江津港
17：00着

ジェットフォイル

7/3（土）・7/17（土）・7/23（金・祝）・8/7（土）・
8/12（木）・8/14（土）・8/28（土）・9/4（土）・
9/18（土）・10/2（土）・10/16（土）・10/30（土）

2021年出発日

各日20名（最少催行人員10名 ※添乗・バスガイドは同行しません。）
募集人数

旅行代金
親子2名1組（大人1名＋小児1名）

18,000円
一般料金

（一般料金 13,800円）
（一般料金   4,200円）

12,800円
3,200円

16,000円斡旋
料金

追加の大人1名
追加の小児1名

※祖父母＋孫等、親子以外でもご利用いただけます。
※3名様以上となる場合は追加代金が必要です。
※2名1組（ペア）は「大人1名＋幼児1名」参加も可能。但し、その幼児は小児扱いとして
　承ります。

【旅行代金に含まれるもの】
大人1名と小児1名分の往復ジェットフォイル乗船代、
島内バス代、昼食代、体験料、消費税等諸税
※今後GoToトラベルキャンペーンが再開された際の取り扱いについては、
　佐渡汽船公式サイトでご案内いたします。

新潟県知事登録旅行業　第2-171号
株式会社 直江津マリントラベル（佐渡汽船直江津総合案内所内）
TEL.025（544）1234　営業時間8：30～17：00　国内旅行業務取扱管理者　八子 智英

【受託販売】

新潟県知事登録旅行業　第2-167号　（一社）全国旅行業協会会員
佐渡汽船株式会社　新潟県新潟市中央区万代島9-1
【旅行企画実施】

画像・イラストは全てイメージです
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広域化（上越市、妙高市、糸魚川市）1周年記念入会キャンペーン広域化（上越市、妙高市、糸魚川市）1周年記念入会キャンペーン

加入していただいた事業所、施設にギフトカードを差し上げます。
※紹介していただいた方にも差し上げます。推進員がお伺いします。お気軽にご紹介ください。

お知り合いの事業所をご紹介ください

〈紹介事業所〉

あなたの事業所名

紹介事業所名

所在地または住所

紹介内容 1. 訪問して説明を希望 3. その他

2. パンフレットの送付希望

従業員数

約　　　　人

あなたのお名前

代表者名

担当者名

電　話

電　話

（　　　　　　　　　）

※ご紹介いただいた方が入会された場合、ギフトカードを差し上げます。

紹 介 カ ード

〒942-0063
新潟県上越市下門前477番地 
TEL. 025-545-9055  FAX. 025-545-9080

上越地域で働くあなたの暮らしを応援します
公益財団法人  上越勤労者福祉サービスセンター

 問合せ・申込み先 ●●

上越勤労者福祉サービスセンターの割引サービス協力指定店について説明に伺います。下記の説明依頼書にてお気軽にお申込みください。

割引サービス協力指定店紹介カード

〈紹介店舗名〉

あなたの事業所名

紹介事業所名または店舗名

所在地または住所

紹介内容（ご提供いただける割引・特典等）
（例：飲食料金10％割引　ただしランチ時間は除く）

あなたのお名前

代表者名
担当者名

電　話
F  A  X

電　話

皆さんのお知り合いの事業所、お店をご紹介ください!!
皆さんの取引先やお知り合いで、センターに加入されていない事業所、

お店がございましたら是非ご紹介ください。

店舗のPRに！
宣伝費は無料！

顧客をつかむチャン
ス！

NEW割引サービス
協力指定店

1グループ
4名まで

通常サイズの価格で
たっぷりサイズへサイズアップ無料！

アイスコーヒーたっぷりサイズ

たっぷり約1.5倍！
特製ジョッキでお楽しみください！

〈たっぷりサイズ対象商品〉
　コメダブレンド、アメリカン、カフェオーレ、
　ミルクコーヒー、ミルク、アイスコーヒー、アイスオーレ、
　アイスミルクコーヒー、アイスミルク

※他サービスの併用不可。
※他の割引券・セットメニュー（昼コメ・デザートセットなど）
　との併用不可。

選べるモーニングをはじめ、
バーガー類や特製サンドなど、豊
富なメニューをご用意。ほっとし
たい朝のひとときや、お買い物
ついでの昼食など、ご家族で、グ
ループで、お一人で、ぜひお立ち
寄りください。

上越店 上越妙高駅前店

※コロナ感染症予防対策の為
　営業時間：7：00～21：00
 （ラストオーダー20：00）

上越市下門前1645
TEL：025-539-0571
営業時間：7：00~23：00

上越市大和5-2-8
TEL：025-520-6453
営業時間：7：00~23：00

※年末年始は変更する場合がございます。
※コロナ禍の影響で営業時間が変更になる場合がございます。営業時間については
　直接店舗にお問い合わせください。



天然真鯵使用！
真鯵たたき10人前セット

国産の天然真鯵を１人前パック
に加工しました。解凍してその
まま召し上がれます。
専用のごまだれと刻みのりも付
いてとても便利です。
いつでもお刺身が味わえます。

限定特売！
国産うなぎ蒲焼 有頭2尾（化粧箱入り）

活きのよい厳選したうなぎを、
職人が丹精こめて作り上げたの
で、ほどよい脂がのっていて、ふ
わっととろける美味しさを味わ
えます。

斡旋価格　3,700円（通常価格 4,980円）
内容量：250g前後（有頭2尾入り）
発送目安：入金確認後2日～3日

生産量日本一の名産地、山形県から産地直送
さくらんぼ佐藤錦 秀品Mサイズ1kg

フルーツ界の宝石！
味・色艶が最高の品種で、果
実がはじけそうなぷりっぷ
りの食感が味わえます。
Mサイズの秀品を厳選して
バラ詰めでお届けします。

斡旋価格　4,200円（通常価格 4,980円）
内容量：秀品Ｍサイズ1kg　バラ詰め
発送時期：6月下旬頃から7月中旬頃（予定）

vol.145-7

全国規模で展開している（一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター（全福センター）が、全福センター加盟団体の会員向けに開設
したショッピングモールより厳選の企画を斡旋します。おうち時間が長い今、ご自宅でいつもとは違う贅沢をしませんか？
下記のQRコード、またはセンターホームページのバナーより申込ください。（下記のパスワードが必要です。）

共通パスワード：2104
斡旋個数：１会員につき５セットまで
発送先：ご自宅などご希望の住所へお届け
斡旋価格は全て税込・送料無料です。
※天候や在庫数により販売を終了する場合があります、お早目に申し込みください。
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▲このバナーよりお進みください

和歌山県産桃山町産
あら川の桃 もも 2kg（化粧箱入り）

桃づくり390年の伝統と最
適な砂質土壌が生んだ名品
です。
一つ一つ吟味し科学肥料は
一切使用していません。
贈答用にもご利用ください。

斡旋価格　4,700円（通常価格 5,450円）
1箱約2kg：5～10玉（大きさにより玉数が変わります）
発送時期：7月中旬～8月中旬
※販売期間中に白鳳から白桃へ入れ替わります。

斡旋価格　3,480円（通常価格 3,980円）
内容量：1人前（あじ60g、たれ15g他）×10袋
発送目安：入金確認後2日～3日

名人が作った果実の王様
静岡県産クラウンメロン マスクメロン

伝統が生んだまろやかな気品マ
スクメロンのトップブランド！
味の良い品種のみを栽培してい
るので内容不良なし。厳格な内
容検査を行っているので安心。

斡旋価格　4,200円（通常価格 5,060円）
1玉約1.4kg前後（大玉）　化粧箱入り
発送時期：到着日が指定できます。
　　　　 希望日の１週間前までにご注文ください。

トロピカルフルーツの女王・訳ありでお買い得！
宮崎県産完熟アップルマンゴー約1.2kg

宮崎産は樹で100％完熟させて
いるのでうまさが違います。甘さ
が濃厚で豊富な果汁ととろける
ような食感があります。
外観の変形・キズ・黒みなどがあ
る訳あり商品です。

斡旋価格　4,690円（通常価格 5,390円）
1箱約1.2kg：2～10玉（大玉・小玉が混ざります）
発送時期：6月中旬ごろから順次発送（予定）

Part2Part2
おうち時間応援企画

ココロロナナにに負負けけるるな
な！！



汚れを落とした後は、手指消毒剤できちんと消毒！

ワークパル上越「マイ･チャレンジ講座」受講料補助
2021年度「マイ･チャレンジ講座」を受講された会員へ補助を行います。

ハイパーブロックマスク ウイルスブロック（ふつうサイズ）

※空きのある講座を６月末まで申込受付中です、ワークパル上越へお問い合わせください。

コロナウイルス感染症予防商品を続々取り扱い中です

販売中 内 容 量：

斡旋価格：
販売方法：

1箱（30枚入り）
エリエールでおなじみの大王製紙㈱製・日本製マスク
1箱 800円（会員1人につき1箱まで）
さくちゃん事務局窓口にて（平日9：00～17：00）
会員証をお持ちください。

6月中旬HPにて販売決定

指定医薬部外品

手指消毒剤（アルコール基剤配合）業務用

●補助券や金券、支払を来局される際は9時～17時までにお越しください。17時を過ぎ
　る場合は、必ず電話にてご連絡をいただきますようお願いいたします。
●お預かりした個人情報は新型コロナウィルス感染拡大防止を目的として適切に管理
　し、情報開示の必要がある場合は保健所等の行政機関へ情報を提供します。

月に500本近いレッスンを展開しており、
豊富なプログラムから選択ができます。
月会費3,850円（税込）→3,300円（税込）で受
け放題！詳しくはHPをご覧ください。

コロナでもご自宅で
運動不足解消！

さくちゃん事務局に申請書がありますので直接ご来局ください。その場で現金にて補助します。
補助金額 1講座につき500円 会員のみ対象

2021年度「マイ･チャレンジ講座」を受講の会員のみ
2021年6月7日（月）～7月30日（金）平日9：00～17：00まで（6/16・7/21を除く）

補助人数 100名 先着順・定員に達し次第終了
申請方法
注意事項
受付期間

手指の衛生管理は、汚れを落とす「洗浄」だけでは不十分。
食中毒の原因となる菌やウイルスの感染を防ぐために消毒剤の使用が推奨されています。

水で洗い流す必要がないので、手洗いができない場面で手指を消毒したいときにもお使いいただけます。

ディスペンサー
500ml

（ディスペンサー対応） 300ml
750ml

2L 4L

このようなところにお使いください
病 院 介護施設 厨 房 工 場 オフィス ホテル 飲食店

手洗い後の
消毒に

食材・食品に
触れる前に

食事などサーブ前の
手指の消毒に

髪の毛や顔に
触れたときに

レジなどでお金に
触れたあとに

来店客用に
店舗の入り口に

イベント会場の
入り口に

さくちゃん事務局よりお願いさくちゃん事務局よりお願い
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