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ハッピーワークいわき　会報　　ぽけっと

会員数／6,382名　事業所数／788事業所〈 平成30年7月1日現在〉

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。

加入状況

［第103号］2018.8

ご家族でご覧ください

「ボウリング大会」の申込方法
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。

◎申込方法

　今年のボウリング大会は「小名浜ゴールドレーン」で開催いたします。
　日頃の運動不足の解消、ストレス発散にも最適です。今年も東北のサービスセンターのブ
ロック協議会の大会にも参加いたしますので、入賞の賞品ゲットも２倍のチャンスです。
　　事業所の親睦に、家族のイベントに皆様でご参加ください。　

◆と　　き　１０月１３日（土）　１６：００開始（１５:３０～受付）
◆と こ ろ  小名浜ゴールドレーン
　　　　　　（小名浜船引場４３－１３　TEL 54-5556）
◆参 加 費  会員・家族　１，０００円　　一般　１，８００円
　　　　　　（大人・小人同額　参加者は小学生以上に限らせて頂きます。）
◆募集人数　６０名（1会員につき4名まで）

イベント

ハッピーワークいわきハッピーワークいわきハッピーワークいわき

エンジョイボウリング!エンジョイボウリング!エンジョイボウリング!

※１レーン４～６名での利用となりますので、３名以下のグループの参加の場合は
　混合させていただく場合もありますのでご了承ください。

上位入賞者・飛賞他賞品を
ご用意して、おります。

申込締切　8月20日（月）

２ゲーム代金、
貸靴代、賞品代、
飲み物代を
含みます。
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行　程 いわき市役所（7：00）=磐越道・あぶくま高原道路・東北道＝塩原渓谷　車窓＝日塩もみじライン＝龍王峡　散策（10：30～11：30）＝鬼怒川　昼食
（11：40～12：30）＝鬼怒川ライン下り（13：00～14：30）＝日光おかき工房　買い物（15：00～15：30）＝道の駅うつのみやロマンチック村　買物（16：
00～17：00）＝東北道・あぶくま高原道路・磐越道＝いわき市役所（19：30）

◎申込方法

◎申込締切 8月20日（月）必着

「各種ツアー」の申込方法
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。

◆と　　き　9月29日（土）　いわき市役所出発
◆参 加 費  会員・家族（大人）　8,500円　（一般）　13,500円　　　　
　　　　　　　　　　（小人）　6,000円　　　　　11,000円
◆募集人数　40名（最少催行人数35名）

～話題のコリアタウンとサンシャインシティ～～話題のコリアタウンとサンシャインシティ～
　お得に気軽に参加できる「東京日帰りの旅」の募集です。今回はグルメやコスメが人気の新大久保のコリ
アタウンと絶景の夜の東京を満喫できる池袋のサンシャイン60でのディナーをお楽しみいただきます。

　紅葉狩りの旅のご案内です。赤く色づく塩原渓谷の紅葉と山間
の鬼怒川を進むライン下りの旅です。おかき工房や道の駅にも立
ち寄ります。

◆と　　き　10月27日（土）
◆参 加 費  会員・家族（大人）　8,500円　（一般）　13,000円　　　　
　　　　　　　　　　（小人）　7,500円　　　　　12,000円
◆募集人数　40名（最少催行人数35名）

　ランド・シーご希望のパークをお選びいただき、申込みの際
に記入下さい。今回は滞在時間を少し長くいたしましたので、
1日たっぷりお楽しみいただけます。

ツアー

●11日前からキャンセル料が発生しますので、ご注意下さい。

旅行企画・実施　常磐交通観光

R

★希望のパーク名〈ランドorシー〉バスの乗車場所を必ず記入ください。

行　程 いわき市役所（6：00）=小名浜支所（6：25）=勿来支所（6：50）=いわき勿来IC＜常磐道・外環道・首都高速＞浦安=ディズニーシー（下車のみ）10：
30着＝ディズニーランド（園内でお楽しみ下さい）10：40着～22：00発＝ディズニーシー（乗車のみ）22：10発=浦安＜首都高速・外環道・常磐道＞い
わき勿来IC=勿来支所（24：40）=小名浜支所（25：05）=いわき市役所（25：30）

◆と　　き　11月3日（土・祝）　6：00　いわき市役所出発
◆参 加 費  会員･家族（大　　人）　8,500円　
　　　　　　　　　　　（中・高生）　7,500円
　　　　　　　　　　　（４歳～小学生）　6,000円
　　　　　　　　　　　（３歳以下）　　100円
◆募集人数　120名（最少催行人数　30名）

（一般）　12,500円
　　　　11,500円
　　　　10,000円

☆食事は自由食となります。　※参加費にはバス代・パスポート代・保険を含みます。

パスポート
特別価格

● 大人（18歳以上）
● 中人（12～17歳）
● 小人（  4～11歳）

6,800円《通常料金7,400円》
5,900円《通常料金6,400円》
4,400円《通常料金4,800円》

サンクスフェスティバルパスポートサンクスフェスティバルパスポートサンクスフェスティバルパスポート

事務局窓口で「購入申込書」をお渡ししておりますので、利用予定日をご連絡下さい。

期間：2018年9/1（土）～9/30（日）※土日祝日を含む全日
特別利用券も併せて
ご利用いただけます

鬼怒川ライン下りと龍王峡鬼怒川ライン下りと龍王峡

推奨
ツアー

推奨
ツアー

日帰り

行　程 いわき市役所（7：30）=常磐道・首都高＝新大久保『コリアタウン』自由食・散策（11：00～13：00）・・・徒歩・・・
新大久保駅＝＝山手線＝＝池袋・・・徒歩1キロ・・・プリンスホテルサンシャインシティにて買物、ディナービュ
フェ（17：30～19：00）＝首都高・常磐道＝いわき市役所（22：30）

韓流の聖地新大久保と池袋探索バスツアー韓流の聖地新大久保と池袋探索バスツアー東京日帰り
バスツアー
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サマービュッフェ
プレミアムナイト2018

　「いわきワシントンホテル椿山荘　サマービュッフェプレミアムナイト2018」の
ご案内です。
　助成券利用でお得な料金で参加いただけます。ワシントンホテルに予約を入れてか
ら助成券をお申込下さい。開催日が近いので、窓口で随時お渡しいたします。

いわきワシントン
ホテル椿山荘助成券

◆と　　き　８月18日（土）・19日（日）・20日（月）18：00受付開始　18：30開場
◆利用代金　大人　6,000円【通常料金7,000円】　
　　　　　　※小学生は通常料金3,500円となります。
◆募集枚数　50枚（会員1名につき４枚まで）
　　　　　　※定員に達し次第終了となります。

予約日を記入
して下さい。

話題の体幹・バランスボール・ストレッチ

◆と　　き　①10月14日（日）10：30～11：45（受付10：15～）
　　　　　　②10月20日（土）10：30～11：45（受付10：15～）
◆場　　所 いわき新舞子ハイツヘルスプール　
　　　　　　（いわき市平下高久字南谷地16-1　TEL 39－4600）
◆参 加 費  会員・家族　700円　　一般　2,200円
◆募集人数　①②各日20名
◆講　　師　西丸美紀 先生・坂本彩夏 先生（いわき新舞子ハイツ インストラクター）
♦軽食・ハイツ利用券付き
♦終了後、引き続きプール、ジム、またプール棟のシャワーの利用もできますので、
　タオル等はご持参下さい。
♦利用券を使って、宿泊棟の温泉も利用できます（＋100円必要）

　スポーツの秋、健康な身体作りのための健康講習会です。バランスボー
ルやストレッチなどで体幹を鍛え、しなやかで健康な身体をキープしてい
きましょう。土曜日と日曜日の２日開催いたしますので、希望の日を明記
下さい。

カルチャー

持参するもの
●上履き
●運動できる服装

健康講習会

◎申込方法

◎申込締切 8月20日（月）必着

「健康講習会」「料理講習会」の申込方法

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。

手ごねパンと野菜たっぷりのスープ

◆と　　き　9月15日（土）9：30～12：00（受付9：15～）
◆と こ ろ 中央台公民館　料理実習室（中央台飯野４丁目5-1)
◆募集人数　20名
◆参 加 費  会員・家族　600円　　一般　1,800円
◆講　　師　西山　紀子　先生≪上級食育指導士　他≫

　地産地消、いわきの美味しい野菜を使ったパンとスープを手作り
します。体にもやさしく免疫力もアップし、美容と健康に最高、さ
らには食卓も楽しく彩るメニューです。

カルチャー

準備品 ・エプロン  ・三角巾  ・ふきん
・筆記用具  ・ボール（大）

希望日を
明記下さい。

料理講習会

※写真はイメージ「西山先生パン教室より」
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チケット

ジェフグルメカード 斡旋価格　１冊　　　4,600円[500円券×10枚　5,000円分]
募集冊数　500冊　　　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。　(全国共通お食事券)

※有効期限はありません。

　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

●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

●洋食（イタリア・フランススペイン他）
・シーフードレストランメヒコ
・カレーハウスCoCo壱番屋
・ドミノピザ
●ファーストフード・軽食・カフェ
・モスバーガー
・ケンタッキーフライドチキン
・サーティワンアイスクリーム　・吉野家

●焼肉・ステーキ・しゃぶしゃぶ・とんかつ
・すたみな太郎江戸一
・炭火焼だいにんぐ「わたみん家」
・ステーキ宮 ・カルビ大将
●和食・寿司・麺類
・むぎの里　・元気寿司
・リンガーハット

●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

●和食中心ファミリーレストラン
・和ぐるめ（いわきイオン店）
・れすとらん四六時中（いわきイオン店）

チケット 全国取扱花店・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。

花とみどりのギフト券

◎申込方法

◎申込締切 8月20日(月）必着

「ジェフグルメカード」「花とみどりのギフト券」の申込方法

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。
「ジェフグルメカード」「花とみどりのギフト券」は、8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。

お好きな時に、
お好きな花を。

●平　　・花友　・花の店れん
　　　　・遠藤生花店
　　　　・フラワーショップまがみ
●四倉　・飯塚生花店
●内郷　・フラワーサブン（マルト高坂店）　・花忠

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

●常磐　　・フローリストサイトー
　　　　　・フローラルエンゼル
　　　　　・フラワーアンザイ
●小名浜　・花の店おの　・花の店いしい
　　　　　・花国

いわき市内で利用できる店舗

※本券には有効期限があります。
　今回斡旋分　2022年12月31日

斡旋価格　１冊　　　4,600円[500円券×10枚　5,000円分]
募集冊数　300冊　　　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。　

※諸般の事情により、掲載内容が変更になっている場合がございます。

8月24日（金）
東京支社 東京データセンター　03-6808-4641

9月下旬頃

ヘルス

取扱い商品総数は70種類以上です。
詳細は同封のご案内をご覧下さい。

体調を崩しやすい季節です。白石薬品株式会社の家庭常備薬をお得な値段で斡旋いたします。
急な病に備えて、ご準備下さい。

家庭常備薬斡旋家庭常備薬斡旋
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７月２８日（土）～９月２日（日）

金  －ＫＩＮ－金  －ＫＩＮ－

チケット

美術館・企画展助成

◎申込方法

「美術館チケット」の申込方法

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。

◆募集枚数
　100枚（1会員4枚まで）
◆価　　格
　400円（通常価格800円）

　ミッフィーの生みの親であるディック・ブルーナ（1927－2017）は、オランダを代表す
る絵本作家でありグラフィックデザイナーです。本展では、イラストや表紙デザインなどブ
ルーナのさまざまな作品と、絵本『うさこちゃん びじゅつかんへいく』をガイドに当館所蔵
の作品を紹介します。また、会場にはミッフィーの耳のかぶりもの作りやブルーナの制作方
法を体験できるコーナーも設けます。
　ミッフィーと一緒に、モダン・アートとディック・ブルーナの魅力に触れ、美術を楽しむよい
機会になります。

８月３１日（金）～１０月８日（月・祝）
金は古くから好んで美術品に用いられ、近代以降の作家も伝統
的な金の用法を踏まえながら新たな表現を開拓しました。華や
かな金屏風から金を効果的に用いた作品まで、その魅力を紹介
します。

●申込み締切を２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　８月６日　　・２回目締切　８月２０日

◆募集枚数　50枚（1会員4枚まで）
◆価　　格　100円（通常価格310円）

いわき市立美術館
いわき市平字堂根町4-4　Tel.25-1111

薆田春草「猫に鳥」1910年　茨城県近代美術館蔵

労働問題、交通事故、土地の問題、借金、遺産相続など
あなたが抱えている法律問題を経験豊かな弁護士が解決に導きます。

9月2日（日）　【12：30～15：00】
会場　いわき市労働福祉会館 ※予約制になっていますので、必ず予約をして下さい。

主催・あいきょうさい
いわき市労働問題相談所　TEL24－2511 いわき市平字堂ノ前22

弁護士による
無料法律相談会の
お知らせ

高精度

「忙しくて…」「費用が気になって…」
病気は気になるけど、検診や人間ドックに行けていない

そんなあなたに
おすすめ！

「おうちでドック」微量の血液と、尿を採取し、郵送することで、
がん、生活習慣病（糖尿病、動脈硬化）などのリスクがわかる！

時間が無くても大丈夫。短時間で検査は終了。
自分で行う採血も、誰でも安全に操作できる自動針で楽々です。簡単で安全

人間ドックと検査精度は同精度です。高精度

アフターフォローも充実！医師の結果説明や病気相談もついています。安心

人間ドックの数分の１のお値段で。経済的 ※会員本人の利用は、ハッピーワークいわきの健康管理事業の「人間ドック検診受診料助成」が受けられます。
　詳細は、同封の『おうちでドックのご案内』をご覧ください。

通常価格19,800円 18,000円
専用WEBサイト
からのお申込みで
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　いわき市内・近隣で開催されるコンサート・イベントチケットを助成販売いたします。
　チケットはすべてサービスセンター買い取りです。当選後のキャンセルはできませんので、ご注意下さい。

コンサート・イベントチケット情報

「コンサートチケット」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。
※申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。当選発表は「会費等納入通知書」の発送をもって替え
させていただきます。落選された方へは、通知いたしません。

※当選後のチケットのキャンセルは出来ませんので、ご了承下さい。

THE ALFEE 45th Anniversary Best Hit Alfee 2018 秋ノ巻
Château of The Alfee Ⅱ
THE ALFEE 45th Anniversary Best Hit Alfee 2018 秋ノ巻
Château of The Alfee Ⅱ

チケット

と　　き　１１月３日（土・祝）　開場１７：１５　開演１８：００
と こ ろ 　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
価　　格　全席指定　６，３００円（税込）【通常価格７，５６０円】
募集枚数　５０枚（会員１名につき２枚まで）

よしもとお笑いまつりinいわき2018よしもとお笑いまつりinいわき2018
チケット と　　き　9月２7日（木）　開場１8：15　開演１9：００

と こ ろ 　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
価　　格　全席指定　2,500円（税込）【通常価格4,000円】
募集枚数　70枚（会員１名につき２枚まで）
※5才以上有料。

申込締切
8月15日（水）

申込締切
8月20日（月）

結成45周年記念のベストヒットツアー！
還暦を越えてなお輝き続けるライブパフォーマンスは必見！

と　　き　11月25日（日）
　　　　　 開場17：00　開演17：30
と こ ろ 　けんしん郡山文化センター　大ホール（郡山市民文化センター）
価　　格　全席指定　6,800円【通常価格7,800円】
募集枚数　30枚（会員１名につき２枚まで）
※未就学児のお客様のご入場はお断りいたします。

ＭＩＳＩＡ
チケット

チケット

と　　き　１１月23日（金・祝） 開場16：00　開演17：00
と こ ろ 　けんしん郡山文化センター　大ホール（郡山市民文化センター）
価　　格　全席指定　7,700円【通常価格8,800円】
募集枚数　30枚（会員１名につき２枚まで）
※3歳以上はチケットが必要です。

TULIP CONCERT
TOUR  2018 is There

申込締切
8月20日（月）

申込締切　8月20日（月）

20th Anniversary MISIA 星空のライヴ
X Life is going on and on
２０周年のアニバーサリーイヤーをファンと祝うホールツアー！

胸の中の嵐を
うたいつづけた
全てがひとつで
ひとつが全てだった
若すぎたからじゃない
輝いていたからだ

※６歳以上有料/お子様のご入場に関しましては、周囲のお客様へ最大限のご配慮をお願いいたします。

出演 中川家、野性爆弾、和牛、ジャルジャル、横澤夏子、ひょっこりはん、
が～まるちょば、ぺんぎんナッツ

席は1階の
ご案内となります。



◆価　　格　両館共通　950円≪1会員につき年度内8枚まで≫
◆募集枚数　年度内　3,000枚　　●利用期限　概ね３ヶ月

チケット

　お待たせいたしました。今年度、休止しておりました、映画観賞券の斡旋販売のご案内で
す。これまで通りいわき駅前の「まちポレいわき」と６月にオープンしたイオンモールいわき小
名浜内の「ポレポレシネマズいわき小名浜」両館共通の映画観賞券です。
　通年を通しての販売となり、有効期限は概ね３ヶ月となります。上映映画の詳細等は、映画
館へお問合せ下さい。

映画観賞券映画観賞券映画観賞券映画観賞券 ●まちポレいわき（駅前）
●ポレポレシネマズいわき小名浜

◎申込方法

　「映画観賞券」の申込方法
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
も販売しております。
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。

※両館ともほとんどの上映映画はご覧になれますが、一部人気のロードショーは　　　
　公開日初日より数日間は利用できない場合もありますので、ご了承ください。

窓口で随時
販売いたします。
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「コンサートチケット」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。
※申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。
　当選発表は「会費等納入通知書」の発送をもって替えさせていただきます。落選された方へは、通知いたしません。
※当選後のチケットのキャンセルは出来ませんので、ご了承下さい。

チケット

チケット

フランシス・レイ・オーケストラ
と　　き　１０月１４日（日） 開場13：30　開演14：00
と こ ろ 　けんしん郡山文化センター　大ホール
価　　格　一般　4,500円【通常料金5,500円】
募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）

NHK交響楽団 郡山公演

お洒落で美しいフランシス・レイの音楽世界！「男と女」「白い恋人たち」他

と　　き　１０月２８日（日）　開場16：00　開演17：00
と こ ろ 　けんしん郡山文化センター　大ホール
価　　格　一般　5,000円【通常料金6,000円】
募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）

申込締切
8月20日（月）

申込締切
8月20日（月）

　　　　指揮：下野　竜也
ヴァイオリン：三浦　文彰

※未就学児のご入場及び乳幼児のご同伴は、お断りいたします。
　駐車場がありませんので、バス・タクシー等の交通機関をご利用ください。

※未就学児のご入場及び乳幼児のご同伴は、お断りいたします。
　駐車場がありませんので、バス・タクシー等の交通機関をご利用ください。

プログラム ●モーツァルト ヴァイオリン協奏曲  第3番  ト長調　Ｋ.216
●ブルックナー  交響曲  第4番  変ホ長調「ロマンチック」

チケット

と　　き　①１１月２１日（水） １３：３０　Ｓ席１０枚   
　　　　　②１１月２４日（土） １７：３０　Ｓ席１０枚
　　　　　③１１月２５日（日） １３：００　Ｓ席１０枚
と こ ろ 　東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館） 大ホール
価　　格　Ｓ席　10,000円【通常価格10,800円】

申込締切
8月20日（月）

劇団四季のミュージカル「オペラ座の怪人」仙台公演のチケットのご案内です。
下記の公演日のチケットを販売いたします。希望日を明記してお申込み下さい。

会員１名
につき
４枚まで

※席の指定はできません。２階席でのご案内になる可能性もあります。
　３歳以上有料（２歳以下入場不可）



割引指定店の割引内容の変更のお知らせ
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新規入会事業所 新しく仲間
になり
ました。

慶弔給付金の支給状況　　平成30年5月1日～平成30年6月30日
おめでとうございます お見舞申し上げます

ありがとうございます

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝

※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。

傷病見舞金
（14日･30日･90日･120日）
障害・不慮の事故等

9 件
20 件
205 件
17 件
4 件
18 件

8 件

2 件

お悔やみ申し上げます
死亡弔慰金（会員）
死亡弔慰金（配偶者）
死亡弔慰金（親）
死亡弔慰金（子）

2 件
3 件
32 件
1 件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

69 件
4 件
2 件 お知り合いの

事業所を
ご紹介下さい

●特非）
　いわき住まい情報センター
●ポーラ化粧品スマイル営業所
●株式会社　ＳＫリサイクル
●有限会社　栄進工業

平の「アンジュ」に三倉店がオープン
し、会員証の提示で受けられる割引
サービスも変更となりました。

D-Sｔｙｌｅ（平旧城跡31-12）

店頭商品１０％オフ店頭商品１０％オフ
※一部除外商品あり

アンジュ本店
（平旧城跡31-12）
メニュー料金から
１０％オフ
メニュー料金から
１０％オフ※一部除外商品あり

アンジュ三倉店
（平字三倉66-4  久田ビル2F）
メニュー料金から
１０％オフ
メニュー料金から
１０％オフ※一部除外商品あり

小名浜で営業していました
「100%Body＠KITAMURA」
が、下荒川へ移転いたしました。
また会員証の提示で受けられる
割引サービスも変更となりまし
た。

100%  Body  studio  Fabulous

ハッピーワークいわき事務局はお盆中も通常通り営業いたします。

いわき市平上荒川桜町22-1　TEL/0246-６８-７１９４

月～金まで
行っている２０種類の
プログラムから

１回のみ無料体験可。


