2018・4

ハッピーワークいわき 会報

第101号〈1〉

ぽけっと

［第101号］2018.4
発行（一財）いわき市勤労者福祉サービスセンター

ハッピーワークいわき

〒970−8026 いわき市平字堂ノ前22番地

いわき市労働福祉会館１階
TEL.35−6844 FAX.35−6845

URL http://www.happywork-iwaki.com

加入状況

会員数／6,275名 事業所数／795事業所〈 平成30年3月1日現在〉

ご家族でご覧ください

劇 団 四 季「ライオンキング」観劇バスツアー
劇団四季のロングランミュージカル「ライオンキング」。今年、初演
から20周年を迎え、上演回数も11000回を超えました。アフリカの大
地と生命の連環をテーマとした壮大なミュージカル。子供も大人も楽し
める内容です。ぜひ本物の臨場感あふれる舞台をお楽しみください。昼
食は第一ホテル東京シーフォートで少し早めのランチバイキングをご堪
能下さい。
◆と
き ６月３日（日 ）６：５０ いわき市役所出発
◆参 加 費 会員・家族（中学生以上）13,000円
（3歳以上）11,500円
一 般
（
〃
）20,000円
（ 〃 ）18,000円
◆募集人数 80名 ※席はS席となります。

ツアー

※当選後のキャンセルはできません。やむを得ずキャンセルの場合は、チケット代金分がかかりますので、ご了承ください。

行

程

申込締切 4月20日

必着

いわき市役所（6：50発）=小名浜支所（7：15）
＝勿来支所（7：40）
＝勿来IC＜常磐道＞三郷IC＝＜首都高速＞＝第一ホテル東京シー
フォート
『グランカフェ』
＝四季劇場【夏】
（ライオンキング鑑賞）12：00/13：00開演-16：00発＜首都高速＞＝三郷IC＜常磐道＞いわ
き勿来IC＝勿来支所（19：15）
＝小名浜支所（19：40）
＝いわき市役所（20：05）
企画・実施

常磐交通観光

「選べるバスツアー」の申込方法
◎申込方法

ガイドブック・ホームページの「事業参加申込書」に参加者名を明記し 必要事項を ご記入の上お申し込み下さい。締切後、事務局から連絡いたします。
※申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。落選された方へは、通知いたしません。
※イベント・ツアー等の事業に参加の場合は、事業参加申込書に参加の方を必ず明記して下さい。
※ツアーの参加費のご案内は旅行会社よりご連絡いたします。
当選後のキャンセルの場合は、チケット代金分がかかりますのでご了承ください。

各種事業参加とチケット・助成券等の利用について

※申込みの際には、必ず会員番号をお知らせください。

◎申込み多数で抽選となりました事業については、落選者の方へは通知いたしませんので、抽選結果は事務局へお問い合わせください。
◎抽選は申込み用紙ごとになりますので、同じグループで参加希望の場合は同一用紙での記入をお願いいたします。
◎ツアー当選者の方は、旅行会社から参加者の自宅へ参加費の納付書が送付されます。
◎キャンセルについては、旅行会社規定の正規料金からの割合でキャンセル料が発生しますので、ご注意ください。
◎一度購入したチケットは、キャンセルできませんので計画的に購入下さい。在庫が残っている時は有効期限の短いチケットから販売させていただく場合もあ
りますので、ご了承ください。
◎会員以外、あるいは他の会員のチケット・助成券を申し込む時は、必ず会員番号を確認ください。窓口では、会員本人以外の方（家族含む）からの会員番号
のお問い合わせにはお答えできませんので事前にお申込みいただくか、会員証を持参してください。
◎当センターで販売するコンサートなどの座席指定のチケットは、座席位置は指定できませんのでご了承ください。
◎年度途中でも予算超過・取引先等のやむを得ない事情により、終了となる場合もあります。
応募者の皆様には上記内容をご理解いただき、お申込みいただきます様お願いいたします。
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東京フリープラン
日帰りお買いものツアー

毎回大人気です。東京の降車場所は築地・銀座となりますが、フリープランとなっ
ておりますので電車、バスを利用しておでかけいただくことも可能です。集合時間
までたっぷりお楽しみください。
◆と
き
◆参 加 費
◆募集人数
行

程

５月３日（木・祝） 6：30 いわき市役所出発
会員･家族（大人）3,000円 一般6,200円
120名（最少催行人数35名）

いわき市役所（6：30）= 小名浜支所（6：55）= 勿来支所（7：20）= いわき勿来 IC＜常磐道
＞三郷 IC=＜首都高速＞＝銀座（歌舞伎座付近）10：40＝築地（築地本願寺付近）10：50…
【各自お買い物をお楽しみください】…鍛治橋駐車場（集合）20：30＝＜首都高速＝三郷 IC
＜常磐道＞勿来 IC= いわき勿来 IC＝勿来支所（23：10）= 小名浜支所（23：25）= いわき
市役所（24：00 頃）

旅行企画・実施

常磐交通観光

長井あやめ・さくらんぼ狩り日帰りの旅

ツアー

今年もみんな大好き「さくらんぼ狩りツアー」のご案内です。あやめ園の
見学や高畠ワイナリーでの試飲とお買いもの、滑津大滝の見学などもお楽
しみいただきます。旬のさくらんぼをおもいきりお召し上がりください。
◆と
き
◆参 加 費
◆募集人数
行

程

6月24日（日） 7：００ いわき市役所出発
会員･家族（中学生以上）7,500円 こども（3歳以上）7,000円
一
般
12,000円 一般・こども
11,500円
40名

いわき市役所（7：00）=いわき三和IC＝磐越道・東北道＝長井あやめ園（10：30〜11：15）＝よねおり観光センター 昼食（12：00
〜13：00）＝高畠ワイナリー 見学（13：15〜14：00）＝上山/斉藤観光果樹園 さくらんぼ狩り＝七ヶ宿街道＝滑津大滝 見学
（16：45〜17：15）＝国見IC＝東北道・磐越道＝いわき市役所（20：00）

旅行企画・実施

タビックスジャパン

天元台トレッキング日帰りの旅
夏の天元台を爽やかな風に吹かれて散策にでかけましょう。リフトや
ロープウェイを乗り継いで頂上を歩きます。山岳ガイドもついて、珍しい
山野草や野鳥など自然と触れ合いながら散策します。山歩きのできる服
装でご参加ください。お昼は頂上でお弁当をいただきます。
帰りは温泉にも立ち寄りますので、さっぱりしてお帰り下さい。コース等
の詳細はお問合せ下さい。

ツアー

◆と
き
◆参 加 費
◆募集人数
行

程

７月７日（土） ６：００ いわき市役所出発
会員・家族（大人） 8,000円
（３歳〜小学生） 7,000円
一
般（ 〃 ）13,000円
（
〃
）12,000円
40名（最小催行人数30名） ※昼食はおにぎり弁当付き １グループ（10名ぐらい）ごとにガイドがついて説明してくれます。

いわき市役所（6：00）=磐越道・東北道・東北中央道＝湯元駅（9：00〜9：30）〜天元台ロープウェイ〜天元台高原駅（9：40〜9：50）〜しらかばリフト〜中吾妻展望台（10：
00〜10：30）〜しゃくなげリフト・つがもりリフト〜北展望台（11：00）…かもしか展望台…お花畑…人形石…北展望台（14：00）〜つがもりリフト・しゃくなげリフト・しらか
ばリフト〜天元台高原駅〜天元台ロープウェイ〜湯元駅（14：00〜15：00）…白布温泉 入浴（15：15〜16：00）
＝西吾妻スカイバレー・磐越道＝いわき市役所（19：00）

旅行企画・実施

タビックスジャパン

「各種ツアー」の申込方法
◎申込方法

ガイドブックまたはホームページの「事業参加申込書」に参加者名を明記し必要事項をご記入の上お申し込み下さい。
締切後、事務局から連絡いたします。
※申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。落選された方へは、通知いたしません。
※イベント・ツアー等の事業に参加の場合は、事業参加申込書に参加の方を必ず明記して下さい。
ツアー当選者の参加代金は旅行会社から送付される納付書でお支払い下さい。参加者の変更・キャンセルは必ずサービ
スセンターへご連絡下さい。

◎申込締切

4月20日（金）必着
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共催 / ハッピーワークいわき

初夏の寄せ植え講習会

カルチャー

〜ハンギングバスケットを飾ろう〜

可愛らしく垂れ下がる「フクシア」と初夏の草花を使ったハンギングバスケットの寄せ植え
です。玄関先や庭先を鮮やかに彩ります。
吊るすことも、置くこともできますので様々なシーンで楽しめます。
◆と
き 5月26日（土） 10時〜12時
◆場
所 いわき市労働福祉会館 大会議室１
◆募集人数 30名
◆参 加 費 会員・家族 1,500円
一般 2,700円
◆講
師 佐藤 栄子 先生≪（有）磐植≫

準備品
・移植べら ・エプロン ・お手拭き
・筆記用具 ・持ち帰り用袋

花材の「フクシア」

「寄せ植え講習会」の申込方法
◎申込方法

ガイドブックまたはホームページの「事業参加申込書」に参加者名を明記し 必要事項を ご記入の上お申し込み下さい。
締切後、事務局から連絡いたします。
※申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。落選された方へは、通知いたしません。
※イベント・ツアー等の事業に参加の場合は、事業参加申込書に参加の方を必ず明記して下さい。

◎申込締切

4月20日（金）必着

美術館・企画展助成

ポーラ美術館コレクション
テレビユー福島
開局３５周年記念

チケット

モネ、
モネ、ルノワールから
ルノワールからピカソまで
ピカソまで

ポーラ美術館所蔵の西洋美術コレクションより、19世紀後半から20世紀までフランスを中心
に活動した美術家たちの作品をご紹介します。モネ、ルノワール、ピカソ、ピサロ、セザンヌ、ゴー
ガン、マティスなど選び抜かれた珠玉の作品を会場でお楽しみください。

開催期間
開催場所

◆価格

４月２８日（土）〜６月２４日（日）休館日：毎週月曜日
福島県立美術館（福島市森合字西養山１ ℡024-531-5511）

（但し4/30は開館）

一般700円（通常価格1,300円）

ピエール・オーギュスト・ルノワール
《レースの帽子の少女》1891年

4月27日まで随時販売しております。

いわき市立美術館

エリック・カール展 THE ART OF ERIC CARLE

いわき市平字堂根町 4-4 Tel.25-1111
開館時間 9：30〜17：00 月曜日休館

すべての子どもたちと、かつて子どもだったおとなたちへ

４月１４日(土）〜５月２７日（日）

絵本作家エリック・カールは、
「はらぺこあおむし」をはじめ、子供たちの夢や憧れ、日々の生活や発見などを色鮮
やかな絵本として世に送り出してきました。 絵本とともに歩んだエリック・カールの世界をお楽しみください。

◆募集枚数

50枚（1会員4枚まで）

◆価格

一般 500円（通常価格1,000円）

●申込み締切を３回に分けて募集します。各締切後、チケットをお送りいたします。
・１回目締切/４月１０日
・２回目締切/４月２０日
・３回目/４月３０日

エリック・カール、
『エリック・カールの
芸術』関連作品原画、
１９９６年頃、
エリック・カール絵本美術館
©1996Eric Carle

茨城県天心記念五浦美術館
熊本県立美術館所蔵

４月２８日(土）〜６月１０日（日）

江戸時代から近代までの肉筆浮世絵を網羅した今西コレクション。葛飾北斎、歌川国芳、河鍋暁斎らが描いた肉
筆画90点により、江戸文化と共に花開いた浮世絵の魅力を紹介します。

◆募集枚数
◆価
格

50枚（1会員4枚まで）
一般 400円（通常価格720円）

窓口で随時販売いたします。

「美術館企画展チケット」の申込方法
◎申込方法

ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
締切後、納付書とチケットを送付いたします。期限までにお支払いをお願いいたします。
※いわき市立美術館のチケットは窓口での随時販売はありません。

鳥文斎栄之﹁桜下美人逍遙図﹂

今西コ
今西コレクシ
レクショ
ョン
ン 肉筆浮世絵名品展
肉筆浮世絵名品展
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斡旋価格
募集冊数

１冊
500冊

4,600円[500円券×10枚 5,000円分]
事業所会員 1会員につき4冊まで
個人会員
〃
2冊まで

※事務局でのチケット受取にご協力くださいます様、お願いいたします。

全国2万店舗のレストランやファーストフード店、居酒屋などで利用できる共通お食事券です。20日迄は、窓口で随時販売いたします。
いわき市内で使用できる店舗
●焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ・とんかつ ●洋食（イタリア・フランススペイン他）
・すたみな太郎江戸一
・シーフードレストランメヒコ
・炭火焼だいにんぐ「わたみん家」 ・カレーハウスCoCo壱番屋
・ステーキ宮 ・カルビ大将 ・ドミノピザ
●和食・寿司・麺類
●ファーストフード・軽食・カフェ
●和食中心ファミリーレストラン ・むぎの里 ・元気寿司
・モスバーガー
・和ぐるめ（いわきイオン店）
・ケンタッキーフライドチキン
・れすとらん四六時中（いわきイオン店）
・サーティワンアイスクリーム ・吉野家
●洋食中心
ファミリーレストラン
・デニーズ ・ガスト
・ココス ・ビッグボーイ

お好きな時に、
お好きな花を。
チケット

●居酒屋・ビアホール・バー
・カラオケプラザ時遊館
・美酒 創菜ダイニング寧々家
・はなの舞 ・魚民
・うまいものいっぱい
いろはにほへと
・山内農場 ・備長扇屋
・和民 ・お好み焼本舗

※有効期限はありません。

花とみどりのギフト券

全国1万店の花・園芸店でご利用いただける、花の商品券「花とみどりのギフト券」のご案内です。
プレゼントやお供えの花の購入にもお得にご利用いただけます。
窓口では２０日まで随時販売しておりますので、どうぞご利用ください。

斡旋価格
募集冊数

１冊
300冊

4,600円[500円券×10枚 5,000円分]
事業所会員 1会員につき4冊まで
個人会員
〃
2冊まで

※事務局でのチケット受取にご協力
くださいます様、お願いいたします。
※本券には有効期限があります。
今回斡旋分 2021年12月31日

いわき市内で使用できる店舗
●平

・花友 ・フラワーショップみどり（城東店） ●常磐
・遠藤生花店
・フラワーショップまがみ
●四倉 ・飯塚生花店
●小名浜
●内郷 ・フラワーサブン（マルト高坂店） ・花忠

●泉
・フローリストサイトー
●植田
・フローラルエンゼル
●勿来
・フラワーアンザイ
・花の店おの ・花の店いしい
・フラワーショップみどり ・花国

・末永生花店
・フラワー才丸
・なこそ生花店
・山川生花店
・フローラルハートまどか

「ジェフグルメカード」「花とみどりのギフト券」の申込方法
◎申込方法
◎申込締切

チケット

ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
「ジェフグルメカード」
「花とみどりのギフト券」は、4月20日までは窓口で随時販売しております。
郵送希望の場合は締切後、月末頃にチケットと納付書を送付いたします。

4月20日(金）必着

東武動物公園ハッピーフリーパス

動物園・
遊園地・プール
遊び放題

「東武動物公園ハッピーフリーパス」のご案内です。年間を通して随時販売しております。来年の３月までご利用いただ
けます。動物園、遊園地、夏はプールもフリーパスで入場できます。とってもお得なチケットです。ぜひご家族でお楽しみ
ください。

◆ハッピーフリーパス特別価格
1,350円【通常 大人4,800円 こども・シニア3,700円】
◆使用期限 平成31年3月31日

窓口で随時販売いたします。

「東武動物公園ハッピーフリーパス」の申込方法
◎申込方法

ガイドブックまたはホームページの「チケット・助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。窓口で
は随時販売しております。
郵送希望の方は、２０日締切後、チケットと納付書を送付いたします。
年末には終了してしまう場合もありますので、ご了承下さい。
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はっぴーわーくーポン助成券綴り

毎回大人気の「はっぴーわーくーポン」の３０年度前期分のご案内です。食事・温泉・ボウリ
ング・リラクゼーション施設など利用時にお得な料金で利用できる助成券です。
１０枚綴りの
切り離しチケットとなっており、会員とその家族の方がご利用いただけます。
使い方は、助成券に必要事項を明記し、助成券を提出して割引を受けて下さい。
必ず注文時及び受付時に助成券利用の旨を確認して下さい。
クーポンお渡し時にチケット作成代金１００円を申し受けますので、
ご了承ください。
◆利用期限：平成30年9月末 ◆申込冊数：期間内１会員３冊まで（１冊10枚綴り）
チケット作成費として１冊につき１００円
※窓口で随時販売しております。郵送は２０日締切で月末発送となります。
店舗名

住所

TEL

利用メニュー

利用時間

いわきワシントンホテル椿山荘カフェレストランボンジュール 平一町目一番地ティーワンビル 35-3375 カレー3種類、スパゲティ3種類 いずれか助成額200円 11:30〜14:30
35-5010 ランチハーフバイキングメニュー ３００円引き 11:00〜14:00 日曜休

グランパークホテルパネックスいわき 平白銀町９−１

フ
ー

漁師の店やまろく いわき・ら･ら･ミュウ店

小名浜字辰巳町４３−１

73-2166 うに・いくら丼 ネギトロ・ホタテ丼 1,510円⇒１，
１００円 11:00〜15:00

ステーキハンバーグ けん

泉町滝尻南坪４８

68-6129 メインメニュー（お食事メニュー） ３００円引き 11:00〜22:00

純喫茶

平字中町１８

23-3125

お食事どころ 天政

平字童子町４−１８

24-0785

お食事処

平字童子町２−１２

25-4404

麺遊心

平字中町1４−2

21-0774

牛太楼

小島町3-9-9

38-3204

彩鳳

平中神谷字苅萱１−６

34-2930

風車
一膳

ド

中華料理

九龍

内郷綴町榎下６３−１

27-5423

中国料理

鳳翔

平字白銀町６−９

23-0251

ダイニングレストランスープ

平字堂ノ前２２

24-8888

食事メニューご注文時1メニュー
1名につき1枚 ２00円引き

各店舗
営業時間内

温泉
ボウリング

リラクゼーション

いわき健康センター内 ごはん処菜の花

小浜町中ノ作４５−１

63-4126

マンママリー郷ｹ丘店

郷ｹ丘２−７−１１

46-2128

まる兵衛郷ｹ丘店

郷ｹ丘２−４７−２

38-7810

まる兵衛内郷店

内郷御厩町前田１０５

26-2360

まる兵衛泉店

泉町滝尻字泉町８３−１

88-7470

マリーズコーヒー

泉町滝尻字神カ前48

96-5252

はなカフェ ア・ヌー

平南白土1丁目16-12

23-1620 セットメニュー250円引き

営業時間内

かんぽの宿いわき

平藤間字芝崎６０

39-2670 通常価格800円⇒４００円

10：00〜15：00

いわき新舞子ハイツ

平下高久字南谷地１６４

39-3801 通常価格1,000円⇒６００円＜タオル利用貸与＞ 10：00〜16：00

さはこの湯

常磐湯本町三函１７６−１

43-0385 通常価格230円⇒無料

スポルト平

平字正月町６１−３

22-1614

いわきゴールドレーン

小名浜船引場４３−１３

54-5556

宏和堂治療院

勿来町窪田町通１−４０−４

65-0588

峰治療院

泉町滝尻南坪３０

56-5500

小浜町中ノ作４５−１

63-4126

温泉保養所

いわき健康センター内 整骨院たんぽぽ
いわき健康センター内 リラクゼーション

開店時〜１７
：
００
食事メニューご注文時1メニュー
1名につき1枚 ３００円引き

営業時間内
9：00〜１７
：
００

8：00〜22:00 受付21:00

１ゲーム２００円引き

営業時間内

１回１名につき１枚 ３００円引き

営業時間内

※「いわきワシントンホテル椿山荘レストランボンジュール」のランチ形態が変わりました。 ※「トータルボディケアきらら」は営業縮小の為、契約終了となりました。

新規利用可能店舗
今回から「はっぴーわーくーポン」が利用できます。

マリーズコーヒー泉店
サイフォンで淹れた上質の本格コーヒーと美味しいモーニング・ラン
チなども充実しているお洒落なカフェです。
モーニングメニューは、9時〜11時まで。
お食事メニューは、お昼11時より注文ができます。
朝食やランチなど、ぜひ、お楽しみ下さい♪

クーポン利用で

お会計より

３００円引き

住所：福島県いわき市泉町滝尻字神力前48
電話：0246-96-5252
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ファンタジーパス割引クーポン

今年度も那須ハイランドパークの「ファンタジーパス」の割引クーポンを常磐交
通観光で特別価格で購入いただけます。現地での特別価格での割引はありません。
◆特別利用クーポン価格
ファンタジーパス《入園料+1日乗り放題》
○大人（中学生以上）3,100円【通常価格 5,300円】
○小人（3歳〜）
2,500円【通常価格 3,700円】
◆利用期間 〜平成31年1月シーズン終了

「常磐交通観光本社（平上荒川）」でサービスセンターの会員証を提示し、ハイランドパークのクーポンチケッ
トを購入してください。当日那須ハイランドパーク窓口でファンタジーパスと交換してください。
※直接ハイランドパークの窓口では、会員証を提示しても、特別価格での利用はできません。
「割引指定店契約」としての割引価格のみとなります。
★利用しなかったクーポンはシーズン終了までに返金の手続きをお願いします。終了後の返金はできませんので、
ご注意ください。

平成３０年５月25日（金）全国公開

松竹映画
松竹映画「妻よ薔薇のように
「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ
家族はつらいよⅢ
映画鑑賞券斡旋販売

チケット

山田洋次監督最新作は、主婦への讃歌！
国民的喜劇映画のシリーズ第３弾！
！
妻の反乱で、あのドタバタ一家に史上最大のピンチが訪れる！
！
◆上映期間

5月25日（金）〜
（終了は上映館によって異なります。）
◆斡旋価格 850円【通常料金1,800円 前売料金1,400円】
◆募集枚数 100枚（会員1名につき４枚まで）
全国の映画館でご覧いただけます。

≪上映映画館はホームページでご確認ください。≫
近隣上映映画館 イオンシネマ福島・フォーラム福島・ＴＯＨＯシネマズひたちなか
ユナイテッドシネマ水戸・ＴＯＨＯシネマズ水戸内原 他

© 2018「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ」製作委員会

「妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ」映画鑑賞券の申込方法
◎申込方法

ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

5月31日まで随時窓口で販売いたします。郵送希望の場合は４・５月末に郵送いたします。

トミカ博 in NIIGATA
チケット

〜ようこそ!!あたらしいトミカタウンヘ〜

２０１８年５月２日(水）〜６日(日）
9：30〜16：00（最終入場

◆会場

みんなで
あたらしい
トミカタウンへ
遊びに行こう!!

15:30）

新潟市産業振興センター（新潟市中央区鐘木185-10）

価格

◆大人（中学生以上）500円
◆小人（3歳〜小学生）300円
（前売価格700円）
（前売価格500円）
料金には入場記念トミカ含む ※２歳以下入場無料

※料金には入場記念トミカ「TDM ツナグーン」を含む。
（有料入場者のみ/無料入場者を除く）
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のみ入場無料。
※会場内の一部はプレイ券（有料）が必要です。

© TOMY

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

5月2日まで窓口で随時販売いたします。

「トミカ博 in NIIGATA」の申込方法

◎申込方法

ガイドブックまたはホームページの「チケット･助成券申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。郵送希望の
場合は20日締切後、郵送いたします。
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〜いわきコンピュータ
・
カレッジの講座のご案内〜
平成30年度パソコン講座の内容が決まりましたので、同封の予定表をご覧になりお申込み下さい。ハッ
ピーワークいわき会員は助成価格で受講できます。

助成券の申込方法
受講したい講座が決まりましたら、いわきコンピュー
タカレッジに受講の申込みをし、その時に、ハッピー
ワークいわきの助成券を利用することを伝える。

ハッピーワークいわき事務局へ助成券の
申込みをして、助成券を受け取る。

受講代金支払い時に、助成券を提出して割
引価格を支払う。

事業所親睦助成事業
春の特別
限定企画

歓送迎会・お花見 親睦助成

昨春同様、今年も事業所の親睦事業として開催した、
「お花見」
「歓送迎会」などの親睦
といたしま
事業に助成いたします。春限定の企画ですので、申請は６月３０日まで（厳守）
すので、開催後は速やかに申請下さい。助成額・申請方法はガイドブックの「事業所親睦行
事助成」をご覧下さい。

事務局インフォメーション
入学祝金の請求について
今春４月に入学のお子様がいる会員様は入学祝金の請求を速やかにお願いいたします。小・
中学校の入学の場合は、入学通知書(ハガキ）のコピー・在学証明書・保険証のコピーを添付して
申請して下さい。高校の場合は合格証のコピー・生徒手帳のコピーを添付して下さい。給付金
の請求期間は事由発生から３年間です。

助成券の利用の仕方について
ハッピーワークいわきの助成券の利用については、ルールやマナーを守ってお使いいただけ
ます様お願いいたします。
４月より新しいクーポンとなっておりますので、前年度の期限切れのものはお使いになれま
せんので、
ご注意ください。
また、クーポンは記載の店舗しか利用できませんので、
「いちごチケット」や「ステーキチケッ
ト」とお間違えの無いようにお願いいたします。
ご利用の場合は、必ず必要事項の記入をお願いいたします。利用は会員と家族の方です。第
３者への譲り渡し等はトラブルの原因となりますので、おやめください。

２０１８会員大抽選会へのたくさんの
ご応募ありがとうございました
２月の会報で募集いたしました「２０１８会員大抽選会」には今年も１０００通以上の応募があり、アンケートにもお答え
いただき、心より御礼申し上げます。貴重なご意見として今後の事業にも参考とさせていただきます。
抽選会の「ペア宿泊券」
１２名様は下記の会員様です。各種ギフト券は紙面の都合上、登録事業所への発送をもちまし
て発表に代えさせていただきます。

【ペア宿泊券】
いわき新舞子ハイツ
黒澤 博文 様・西野とき子 様
介川 隆一 様
リゾートインぼなり
下山田ひとみ 様・宮下
渡邉 春美 様

要様

おふくろの宿
渡邉 規子 様・藤井 勉 様
吉田 貴裕 様
いわきゆったり館
芳賀 正美 様・小野 恵美 様
渡邉 実 様
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新年度特別企画

エル・ダイニング

ステーキチケット

新年度春の特別企画です。エル・ダイニング系列の「エル・
ト
マ」や「ラ・パパ」など５店舗で『ステーキ』
を注文で助成券が利
用できます。ステーキメニュー１つに１枚４００円引きとなり
とってもお得です。新年度、新たなスタートにスタミナつけて
がんばりましょう。
窓口で随時配付しております。
下記、５店舗でランチタイム、ディナータイムにかかわらずチケットの利用で

ステーキメニュー≪セット・単品どちらでも可≫の注文で
◆利用期間
◆利用枚数

４００円引き

※ステーキ以外でのメニューでは
ご使用いただけません

平成３０年４月１日〜9月３0日
1会員 ４枚まで

利用可能店舗

カフェ・ビアレストラン

BAR・レストラン

エル・ダイニング

バル・リストランテ

Bar＆DINING

エル・トマ

ラ・パセオ

ラ・パリージャ

ラ・パパ

ひまわり

鹿島町久保2-2-8 ☎５８−５９６９
11:00〜21:00（火曜15:00閉店）
不定休

鹿島町久保2-2-9 ☎７６−０２４４
平日 11:00〜15:00
土日 11:00〜15:00
17:00〜22:00

平一町目1-1 ☎３７−８７６６
16:00〜22:00
月曜定休

いわき市平田町120 ラトブ3F
☎３７−５１７７
11:00〜22:00

いわき市平田町120 ラトブ3F
☎３５−６２５５
11:00〜22:00

「ステーキチケット」の申込方法
◎申込方法

ガイドブックまたはホームページの「事業参加申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。

※窓口では随時配付しております。郵送希望の方は毎月20日締切後、月末に郵送いたします。

慶弔給付金の支給状況

平成30年1月1日〜平成30年2月28日

お見舞申し上げます

おめでとうございます
結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝

10
15
9
9
17
49

件
件
件
件
件
件

ありがとうございます

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

31 件
12 件
2件

傷病見舞金
18 件
（14日･30日･90日･120日）

お悔やみ申し上げます

4件
死亡弔慰金（会員）
死亡弔慰金（配偶者） 1 件
37 件
死亡弔慰金（親）

※給付金の申請期間は事由発生後、
3年以内となっておりますので、
ご注意下さい。
※事由発生日以前に申請を出された場合でも、請求は発生日以降となります
ので、ご了承下さい。
※給付金支払請求書は2ヶ所に必ず押印し、事業所名をご記入下さい。
※給付金の請求には各種証明が必要な場合があります。不明な点は、
事務局まで
お問い合わせ下さい。

新規入会事業所

2・3月に
仲間入りです。

●株式会社
コムテックコーポレーション
●有限会社 品田瓦工業
●ワークショップNobu
●株式会社サイトー
●株式会社 塩山
●小名浜石油埠頭株式会社
●共力株式会社
●門馬青果有限会社
お知り合いの
事業所を
ご紹介下さい

