
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例年、組合員の皆様に新年のあいさつとして、「新春のつどい」を開催しているところですが、 

新型コロナウィルスの感染拡大により、先日１月７日に緊急事態宣言が発令され、以前から感染拡大の要因

としてあげられていた、密集を生じさせる「集会」や、マスクなしでの会話が見込まれる「会食」をより一

層控えるよう、政府から発出されている状況です。つきましては、組合員の皆様が集まった際の感染リスク

を考慮し、今年の「新春のつどい」につきましては、中止することといたしました。 

その代替案として、本年度は組合員全員を対象とした抽選会を行うことといたしました。 

例年、「新春の集い」の出席者が１００名程度であることや予算などを考慮し、プレゼントの総数や賞品総

額を決定いたしました。 

商品の内容については、高価格帯の商品に関しては、予算の関係もあったため多くの本数を用意すること

はできませんでしたが、たくさんの方に抽選を楽しんでいただくために、幅広く商品をご用意しました。抽

選方法は下記内容を参考にしていただければと思いますので、ぜひ、忘れずに抽選に応募してください！！！ 
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◆抽選方法 

・お一人が、一つの商品に応募していただき、その応募者の中で抽選を行います。 

※複数の商品に応募することはできません。 

・下記の申込用紙に、氏名・所属名・応募する商品名を記載の上、応募して下さい。 

・申込用紙は、代議委員の方にとりまとめていただき、組合へご提出をお願いします。 

 ※提出方法：①組合事務所へ直接提出、②第一庁舎 3階の文書棚へ提出、のいずれか 

・仮に商品総数より応募者が下回った場合は、余った商品に関して非当選者の中から 

再度抽選を行います。 

・抽選に関しては、組合役員が不正のないよう、複数人にて行います。 

・当選の発表は、２月下旬に市川市職員組合のホームページにて行う予定です。 

・応募締め切りは、２月１９日（金）必着とさせていただきます。 

2021 年新春大抽選会！！！ 

2021 年新春大抽選会 申し込み用紙 

〇所属名：             〇氏名：               

〇応募する商品：（商品№）      （商品名）              

※応募締め切り日：2 月 19 日（金）必着 

※提  出  先 ：市川市職員組合まで 



  

  
 

 
   

 

＜商品№１＞   個数：1個 

①商 品 名： オーブントースター（KATA130WM） 

②参考価格： 約 2 万円 

③商品説明： TIGER のコンベクションオーブン＆トー

スター。断熱ガラスと熱風コンベクシ

ョンで熱を閉じ込め加熱。 

＜商品№２＞   個数：1個 

①商 品 名： nanocare（スチーマー：EHSA3BN） 

②参考価格： 約 2 万円 

 ③商品説明： パナソニックのスチーマー。コンパクト

で毎日続けやすいうるおいエステ。 

＜商品№３＞   個数：2個 

①商 品 名： mysè（ピーリング：MS40P1） 

②参考価格： 約 1.4 万円 

③商品説明： ヤーマンのウォーターピーリング。業務

用レベル（周波数）のウォーターピー

リングで全身角質ケア。 

＜商品№４＞   個数：2個 

①商 品 名： BRIGHT CLEAN 

②参考価格： 約 2.7 万円 

③商品説明： ヤーマンの毛穴ケアスチーマー。導く、

毛穴レス肌へ。肌温度を約 40℃まで

引き上げる。 

＜商品№５＞   個数：2個 

①商 品 名： switch 

②参考価格： 約 3 万円 

③商品説明： ニンテンドーの SWITCH。大人でも子

供でも誰でも楽しめる人気商品。 

＜商品№６＞   個数：2個 

①商 品 名： switch lite 

②参考価格： 約 2 万円 

③商品説明： ニンテンドーの SWITCH LITE。小さくて

軽く、持ち運びやすい。携帯専用の

SWITCH。 

＜商品№７＞   個数：2個 

①商 品 名： ナノケア 

②参考価格： 約 1.6 万円 

③商品説明： パナソニックのヘアドライヤー。海外で

も使えて、髪も地肌も速く美しく。 

＜商品№８＞   個数：1個 

①商 品 名： nanocare 

②参考価格： 約 1.3 万円 

③商品説明： パナソニックのヘアドライヤー。コンパ

クト＆軽量。髪も地肌も早く美しく。 

＜商品№９＞   個数：3個 

①商 品 名： ブレンダー（フードプロセッサー） 

②参考価格： 約 1.2 万円 

③商品説明： ブラウン製の商品。扱いの難しい素材

も、皮むき・種取り・圧砕をお手軽に。 

＜商品№１０＞   個数：3 個 

①商 品 名： IH 炊飯器 極め炊き 

②参考価格： 約 2 万円 

③商品説明： 象印の IH 炊飯ジャー。強火で炊き続

け、うまみを引き出す。 

＜商品№１１＞   個数：3 個 

①商 品 名： ワイヤレスイヤホン 

②参考価格： 約１.５万円 

③商品説明： パナソニック製のコードレスイヤホン。

断線して、音が聞こえなくなる心配か

ら解放だ！！！ 

＜商品№１２＞   個数：1 個 

①商 品 名： 電気ケトル（CKAJ08AD） 

②参考価格： 約 8 千円 

③商品説明： 象印の電気ケトル。使いたいときに温

かい。沸騰後も 1 時間 90℃にキー

プ。 

＜商品№１３＞   個数：1 個 

①商 品 名： ホットプレート やきやき 

②参考価格： 約 1.6 万円 

③商品説明： 象印のホットプレート。油が落ちてプレ

ートに残らないから煙が半分。油の飛

び散りを約 70％カット。 

＜商品№１４＞   個数：1 個 

①商 品 名： スピーカー（SL-tnk REV BLK） 

②参考価格： 約 2.3 万円 

③商品説明： BOSE のポータブルワイヤレススピーカ

ー。シームレスなアルミボディで防滴

仕様。プールやキッチンなど、どこで

も音楽を愉しめます。 

＜商品№１５＞   個数：1 個 

①商 品 名： 空気清浄機 

②参考価格： 約 3 万円 

③商品説明： シャープの空気清浄機。空気の汚れ

も、蚊も、コバエも採れる。 

＜商品№１６＞   個数：80 個 

①商 品 名： アマゾンギフト（3000 円分） 

②参考価格： 3 千円 

③商品説明：  

＜商品№１７＞   個数：3 個 

①商 品 名： 中央労働金庫様 

②参考価格： 3 千円程度 

③商品説明： 中央労働金庫様より、カタログギフトを 

提供していただきました。 

2021 年新春大抽選会 商品一覧 
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