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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

会員数／6,356名　事業所数／787事業所〈 平成30年9月1日現在〉加入状況

［第104号］2018.10

ご家族でご覧ください

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。

「会員と家族の交歓会」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下さい。
※抽選となった場合は、会員・家族の方から優先となります。

◎申込方法

◎申込締切 11月20日（火）必着

　ハッピーワークいわきの「会員と家族の交歓会」のご案内です。今年はクリスマス
の前々日、会場は毎回大好評の「ホテルハワイアンズ　ラピータ」です。飲み放題・
食べ放題・抽選会など内容盛り沢山の楽しいパーティーです。ご家族やお仲間同士
のクリスマス会、事業所の忘年会などハッピーワークいわきのパーティ―で盛り上
がりましょう。皆様の参加をお待ちしております。

◆と　　き　12月２3日（日・祝）　１７：３０開宴（1７：１０～受付）
◆と こ ろ  スパリゾートハワイアンズ ラピータ（常磐藤原町　☎43－3191）　
◆参 加 費  会員・家族（中学生以上）3,000円　　一　般　6,500円
　　　　　　　　　　　（３歳以上）　2,000円　　　　〃　4,500円
◆募集人数　200名

会員と家族の交歓会会員と家族の交歓会
イベント

※参加者の変更につきましては、必ず事前にご連絡下さい。
　当日申込みいただいた参加者以外の方がいらした場合は、参加をお断りする場合もありますので、ご注意下さい。

第15回 IN ハワイアンズ

ドリンク

飲み放題
豪華

ビュッフェ
料理 お楽しみ

抽選会

送迎バスが出ますので、利用希望の方は申込書に乗車場所を
明記下さい。後日、バスの時刻表をお送りいたします。

湯本駅 － 内郷駅前 － パネックスいわき前

植田駅 － 泉駅前 － 小名浜支所前
※予定の発着所となります。希望人数で変更となる場合があります。

携帯はこちらから
アクセス！
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エピナール那須ランチビュッフェと
足利フラワーパークイルミネーション　　
エピナール那須ランチビュッフェと
足利フラワーパークイルミネーション　　

◆と　　き　１２月８日（土）　６：３０　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員･家族　大人・小人同一料金　３，０００円
　　　　　　一　　般　　　　　〃　　　　　６，２００円
◆募集人数　１２０名（最少催行人数30名）　☆食事は自由食となります。

◎申込方法

◎申込締切 10月20日（土）必着

「各種バスツアー」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。
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　１２月２２日（土）　７：００　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（３歳以上）　９，8００円　　一般　１６，０００円
◆募集人数　４０名（最少催行人数３５名）

◆と　　き　１２月２日（日）　８：３０　いわき市役所出発
◆参 加 費　会員･家族　（大人）  ７，５００円　（小人）  ６，５００円
　　　　　　一　　　般　（大人）１３，５００円　(小人）1２，５００円
◆募集人数　４０名（最少催行人数３５名）

三崎マグロと中華街食べ尽くし
年末お買いものツアー
三崎マグロと中華街食べ尽くし
年末お買いものツアー

　この季節、脂がのってますます美味しくなるマグロ。三浦半島の三崎へマグロ尽くしの昼
食と夜は中華街のオーダーバイキングと美味しいもの食べ尽くしのツアーです。近くのマル
シェでは地元産の採れたて野菜の販売もあります。横須賀軍港クルーズの観光付きの今年
最後の贅沢なツアーです。ぜひご参加お待ちしております。

　初冬の那須から佐野・足利フラワーパークまでを巡るツアーです。中でも足
利フラワーパークのイルミネーションは日本の三大イルミネーションに認定
されて、園全体に彩られた450万級の電球の幻想的な空間は感動的です。ご
家族・お友達、皆様お誘いあわせの上ご参加ください。

　年末の東京フリープランのご案内です。「浅草」「東京駅」「銀座」の中からご希望の降車場所で
下車していただき、集合の時間まで1日フリーでお買い物や散策などをお楽しみいただきます。

東京フリープラン
日帰りお買いものツアー
東京フリープラン
日帰りお買いものツアーツアー

ツアー

ツアー

行　程 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＞
＝浅草（雷門周辺）10：10）＝東京駅（日本橋口）10：30＝銀座（歌舞伎町付近）10：40…【各自お買物をお楽しみ下
さい】…鍛冶橋駐車場（集合）20：30＝＜首都高速＞＝三郷IC＜常磐道＞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）

行　程 いわき市役所（8：30）=常磐道・あぶくま高原道・東北道＝那須ステンドグラス美術館　見学
（10：30～11：30）＝エビナール那須ランチビュッフェ（11：40～13：00）＝佐野プレミアム
アウトレット　買い物（14：30～16：30）＝足利フラワーパーク　見学（16：30～18：00）＝
東北道・北関東道・常磐道＝いわき市役所（21：00）

旅行企画・実施　常磐交通観光

旅行企画・実施　常磐交通観光

行　程 いわき市役所（7：00）=小名浜支所（7：25）＝勿来支所（7：50）＝いわき勿来IC＜常磐道・首都高速・横浜横須賀
道＞衣笠IC＝うらりマルシェ（ショッピング）12：15～12：55＝三崎港（マグロづくしの昼食）13：00～13：50＝＜横
浜横須賀道路＞＝YOKOSUKA軍港クルーズ（米軍と自衛隊の基地を船から見学）14：40/15：00～16：00＝＜横浜
横須賀道＞＝横浜中華街（中華街散策とオーダー式食べ放題約90分。夕食は18時より）16：45～19：45＝＜首都高
速＞＝三郷IC＜常磐道＞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）
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◎申込方法
「こども商品券」と「ワインの夕べ」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。　
※ワインの夕べ」助成券は、窓口で随時配付しております。
※「こども商品券」は10月19日までは随時販売しております。
※郵送希望の方は10月20日締切後、月末に郵送いたします。

ワインの夕べ
　ワインと美味しい料理、「アノン＆フェリスタス」による生バンド。
　秋の夜長をしっとりと大人の時間をお楽しみください。

いわき新舞子ハイツ助成券

◆と　　き　11月16日（金）　１８：３０～２０：３０　　◆利用代金　5,000円【通常料金6,000円】
◆募集枚数　20枚（1会員4枚まで）

食事はオードブル形式　ワイン・ソフトドリンク飲み放題

利用方法　
１．新舞子ハイツに予約をしてください。
２．ハッピーワークいわきへ助成券を請求して下さい。
３.代金の支払い時に助成券を提出下さい。

※無料送迎バス運行　17:50 パネックスいわき発　20:40 いわき新舞子ハイツ発

「ハーブ料理講習会」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。

チケット

こども商品券トイカード

◆斡旋価格　1冊　4,600円【500円券×10枚　5,000円分】
◆斡旋冊数　200冊　　事業所会員　１会員につき　４冊まで　
　　　　　　　　　　　個 人 会 員　　　 〃　　　２冊まで
◆有効期限　2022年12月31日 

・トイザらス（いわき・郡山・福島）
・イオン（いわき・郡山ﾌｪｽﾀ・相馬・福島・鏡石・白河）
・うすい百貨店（郡山）　・中合（福島）　・西友ザ・モール（郡山）
・東北サファリパーク（二本松）　・リカちゃんキャッスル（小野町）　他　

いわき市内及び近隣の主な利用可能店舗

　お子様の学用品や子供服、おもちゃの購入、また出産祝いな
ど様々なお祝いやプレゼントとしてもご利用いただけます。
　１０月２０日までの申込み、販売になります。

チケット 東芝ブレイブルーパス VS
クボタスピアーズ

ジャパンラグビートップリーグ2018-2019公式戦

◆会員価格　自由席一般　１，5００円
◆募集枚数　1会員2枚まで

１０月13日（土）　いわきグリーンフィールド　１３：００キックオフ
開催日が
近いので、

窓口で随時販売
いたします。

ハーブ料理講習会ハーブ料理講習会 ～手作りハーブソーセージランチ～～手作りハーブソーセージランチ～

◆と　　き　１２月１日（土）　１０：００～１２：００（受付9:45～）　
◆と こ ろ 市内施設の調理室を予定（参加者に後日連絡します）
◆参 加 費　会員・家族　６００円　　一般　１，６００円
◆募集人数　30名
◆講　　師　瀧田　勉 先生（ハーブとスローライフの研究家）

　ハーブを使った手作りソーセージの講習会です。簡単で体にい
い添加物なしの一品です。当日はパスタやサラダとともにお手軽
ランチを試食していただきます。ぜひご家庭の食卓のメニューに
加えてみてはいかがでしょうか？

カルチャー

準備品 ・エプロン　・お手拭き
・お持ち帰り用タッパー　・筆記用具

申込締切
10月20日（土）
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　「はっぴーわーくーポン」の３０年度後期分のご案内です。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。

助成券

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

グランパークホテルパネックスいわき

漁師の店やまろく　いわき・ら･ら･ミュウ店

ステーキハンバーグ＆ブレッドバー　KEN

純喫茶　風車

お食事どころ　天政

お食事処　一膳

麺遊心

牛太楼

彩鳳

中華料理　九龍

中国料理　鳳翔

いわき健康センター内　ごはん処菜の花

マンママリィ郷ケ丘店

マンママリィ（イオンモール小名浜店）

まる兵衛郷ケ丘店

まる兵衛内郷店

まる兵衛泉店

マリーズコーヒー

カフェビアレストラン　エル・トマ

エル・ダイニング　ラ・パリージャ

バル・リストランチ　ラ・パパ

Bar&DINING　ひまわり

はなカフェ  ア・ヌー

平一町目一番地ティーワンビル

平白銀町９－１

小名浜字辰巳町４３－１

泉町滝尻南坪４８

平字中町１８

平字童子町４－１８

平字童子町２－１２

平字中町1４－2

小島町3-9-9

平中神谷字苅萱１－６

内郷綴町榎下６３－１

平字白銀町６－９

小浜町中ノ作４５－１

郷ｹ丘２－７－１１

イオンモールいわき小名浜内2F

郷ｹ丘２－４７－２

内郷御厩町前田１０５

泉町滝尻字泉町８３－１

泉町滝尻字神カ前48

鹿島町久保2-2-8

平一町目1-1

平田町120　ラトブ3F

平田町120　ラトブ3F

平南白土1丁目16-12

35-3375

35-5010

73-2166

68-6129

23-3125

24-0785

25-4404

21-0774

38-3204

34-2930

27-5423

23-0251

63-4126

46-2128

38-8177

38-7810

26-2360

88-7470

96-5252

58-5969

37-8766

37-5177

35-6255

23-1620

11:30～14:30

11:00～14:00　日曜休

11:00～15:00

11:00～22:00

各店舗
営業時間内

開店時～１７：００

9：00～１７：００

カレー3種類、スパゲティ3種類　いずれか助成額200円

ランチハーフバイキングメニュー　３００円引き

うに・いくら丼　ネギトロ・ホタテ丼　1,510円⇒１，１００円

メインメニュー（お食事メニュー）　３００円引き

小浜町中ノ作４５－１ 63-4126

店舗名 住所 TEL 利用メニュー 利用時間

フ
　
　
ー
　
　
ド

温
泉

リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン

ボ
ウ
リ
ン
グ

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

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

通常価格800円⇒４００円

通常価格1,000円⇒６００円＜タオル利用貸与＞

通常価格230円⇒無料

１ゲーム２００円引き

10：00～15：00

10：00～16：00

8：00～22:00　受付21:00

セットメニュー250円引き

和牛ステーキメニュー注文時1メニュー
1名につき1枚　3００円引き

営業時間内

営業時間内

営業時間内

営業時間内

１回１名につき１枚　３００円引き 営業時間内

◆利用期限：平成31年3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。　　

はっぴーわーくーポン助成券綴り後
期

★チケットに必ず必要事項を明
　記してご利用下さい。
★本券は助成券になりますので、
　注文時、受付時に助成券を利
　用する旨を伝えて、会計時に
　提出し割引料金をお支払い下
　さい。

★本券の利用は会員と家族の方
　に限ります。第三者への譲渡
　は固く禁止いたします。★本件一枚につきお一人様一回
　限り有効。
★他の割引券との併用はできま
　せん。

★券面記載の有効期限内にご利
　用下さい。

はっぴーわーくーポン利用について

TEL.0246-35-6844

（一財）いわき市勤労者福祉サービスセンター
〒970-8026 福島県いわき市平字堂ノ前22番地

マッサー
ジ

ボウリング

お 食 事

日帰り温
泉

はっぴーわーくーポン
助 成券綴り
後 期 平成 年 月１日～

平成 年３月 日

利用施設や店舗は表紙・裏表紙の裏面に
記載されています。

.

宏和堂治療院

峰治療院

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　クローバー

かんぽの宿いわき

いわき新舞子ハイツ

さはこの湯　温泉保養所

スポルト平

いわきゴールドレーン

勿来町窪田町通１－４０－４

泉町滝尻南坪３０

平藤間字芝崎６０

平下高久字南谷地１６４

常磐湯本町三函１７６－１

平字正月町６１－３

小名浜船引場４３－１３

65-0588

56-5500

39-2670

39-3801

43-0385

22-1614

54-5556
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エル・ダイニング  ステーキチケットエル・ダイニング  ステーキチケット

マンママリィマンママリィイオンモールいわき小名浜店

　先月までステーキチケットが利用できたエル・ダイニングの店舗で10月からは「はっ
ぴーわーく―ポン」で利用可能となりました。利用可能店舗は下記4店舗です。

　６月にオープンしたイオンモールいわき小名浜店内２Ｆの「マンママリィ」も郷ケ丘店
同様利用可能となりました。

はっぴーわーくーポン新規利用可能店舗

300円引き和牛ステーキメニュー注文時に

300円引きお食事メニュー注文時に

生誕１２０年 ”新しい一歩”を
追い求めた画家児玉希望展児玉希望展

チケット

茨城県天心記念五浦美術館

美術館・企画展助成

◎申込方法

「美術館企画展チケット」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。

　生誕120年を迎えた日本画家、児玉希望（1898～1971）の回顧展。風
景、花鳥、歴史人物、抽象表現、さらには水墨画や油彩画など、希望の作品は
バラエティに富んでいます。常に“新しい一歩”を追い求め、目まぐるしく作風
が変遷した希望の初期から晩年までの代表作、約100点により多彩な画業
を紹介します。

◆募集枚数　50枚（1会員4枚まで）　◆価格　一般 300円（通常価格720円）

◆募集枚数　50枚（1会員4枚まで）
◆価　　格　一般 300円（通常価格700円）

１０月１３日（土）～１１月２５日（日） 開催日が近いので、
窓口でも随時販売しています。

いわき市立美術館
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

峰丘展
いわき市立美術館

　1948年いわき市中ノ作に生まれた峰丘は、国立メキシコ自治大学造形学部に学び、その後い
わきで精力的に創作活動を続けてきました。メキシコで着想した強い色彩によるカラベラやガレ
アナなどの主題が有名ですが、近年はユーモラスな深海魚や金地背景なども彼の代表作となって
います。今回は初期から新作まで紹介する大回顧展で、峰丘の幅広い活動の全貌を紹介します。

－カラベラへの旅―－カラベラへの旅―－カラベラへの旅―－カラベラへの旅―

１１月３日（土・祝）～１２月９日（日）
《交差する月・転生の赤い夜》2018年

「波濤群鶴」(右隻) 昭和9年（1934）

申込締切
10月20日（土）

※窓口での随時販売は
　いたしません。

平一町目1-1　☎３７－８７６６
16:00～22:00
月曜定休

ラ・パリージャ
エル・ダイニング

いわき市平田町120  ラトブ3F
☎３７－５１７７
11:00～22:00

ラ・パパ
バル・リストランテ

いわき市平田町120  ラトブ3F
☎３５－６２５５
11:00～22:00

ひまわり
Bar＆DINING　

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

エル・トマ
カフェ・ビアレストラン

利用可能店舗
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フィットネスクラブ（ジム・スイミング）会費助成

インフルエンザ予防接種の助成インフルエンザ予防接種の助成

　今年度の「フィットネスクラブ、スイミングスクール」等の会員（年会員及び月々の月謝払
いの継続会員）の会費の助成申請のご案内です。助成はサービセンター会員本人です。年度
ごとの請求ですので、今年度分を１０月から来年２月末までに申請してください。
　申請の条件は下記のとおりとなっておりますので、確認ください。

　インフルエンザを吹っとばせ！インフルエンザにかからないためには、早めの予防が一番。この冬も元気に乗り切れま
す様、会員へ予防接種料金の助成をいたします。
　会員本人のみの助成で、今年度１０月以降の受診のものに限ります。事業所会員は皆様まとめて申請いただけます様、
お願いいたします。振込の手続き上、お支払いが前後する場合もありますので、ご了承ください。

申請方法　
①「平成30年度フィットネスクラブ会費助成申請書」に必要事項を記入し、スポーツクラブ会員証と会費の支払いを証明する
　もの（領収書、通帳の写し等）または施設の本人在籍確認印を添えて郵送またはご持参下さい。
②後日、指定口座への振り込みか、窓口でのお渡しとなります。

申請方法　
①各自で医療機関等でインフルエンザ予防接種を受けて下さい。
②会員本人（個人名）の宛名とインフルエンザ予防接種と明記した領収書をもらって下さい。
　【領収書から「会員本人であること」、「インフルエンザの予防接種であること」がわからない場合は助成できませんので、
　ご注意ください】
③同封の申請書に必要事項を記入の上、領収書（コピー可）を添付して事務局に持参か郵送して下さい。
④後日、指定口座への振り込みか、窓口でのお渡しとなります。

●助成額　　2,000円　※個人負担分に限ります。
●申請時に添付するもの
　①スポーツクラブ会員証【本人確認書類】　
　　  会費の支払いのわかるもの（直近３カ月分）
　　  申請書内の証明欄に施設の本人在籍確認印をもらう。

★クラブ・施設は問いませんが、内容はフィットネス・ジ
ム・スイミングといたします。
その施設の所在や内容をホームページや電話で確認させ
ていただく事もあります。
また対象から外れると判断させていただく場合もありま
すので、ご了承下さい。

※今年度接種した領収書は、来年度請求することはできませんので、接種後は速やかに申請を
　してください。

●利用資格　会員本人
●利用回数　年度内1回
●助 成 額　1,000円　※接種代金が１，０００円以上の個人負担分に限ります。
申請期間：平成30年１０月１日～平成31年２月２8日（厳守）

上記の申請書≪平成30年度用≫は、今回の会報送付時に事業所に１部（両面）ずつ同封してありますので、コピーしてお使い
下さい。FAXで送付することも可能ですので、事務局までお問合わせ下さい。

●申請資格は、サービスセンター会員（家族は除く）であること。
●対象のスポーツ施設に申請時に３ヶ月以上在籍していること。
●必ず「平成30年度フィットネスクラブ会費助成申請書」を使用すること。

申請期間：平成30年１０月１日～平成31年２月２8日（期日厳守）

●上記の助成は会員本人のみです。家族は対象外となります。
●お支払いは、毎月10日締切の25日支払となります。振込の場合はできるだけまとめて請求をお願いします。
●窓口で現金でのお渡しも可能ですので、申請の際に欄外に「窓口受取」と記入し日中の連絡先も明記してください。

（②
※②はいずれか一方を添付して下さい。
※添付が困難な場合は事務局にお問合わせ下さい。

≪申請書は同封の申請書（裏面はインフルエンザ予防接種助成申請書）をコピーしてお使い下さい。≫

毎年「予防接種」と記してある領収書やレシートでの申請がありますが
必ずインフルエンザと明記のあるものを添付して下さい。

※いわき市の「高齢者インフルエンザ予防接種助成」の
　受診分は対象外となりますのでご了承下さい。
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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。

佐渡裕指揮  シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会２０１８

　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

チケット
と　　き　１２月２１日（金）　開場１７：４５　開演１８：３０
と こ ろ 　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
価　　格　Ｓ席　６，０００円（税込）【通常価格７，５００円】
募集枚数　３０枚（会員１名につき２枚まで）

レナード・バーンスタイン生誕100年記念

梅沢富美男＆研ナオコ  アッ！とおどろく「夢芝居」梅沢富美男＆研ナオコ  アッ！とおどろく「夢芝居」梅沢富美男＆研ナオコ  アッ！とおどろく「夢芝居」梅沢富美男＆研ナオコ  アッ！とおどろく「夢芝居」
梅沢富美男劇団特別公演

チケット
と　　き　１１月１５日（木）　①開場１３：３０　開演1４：００
　　　　　　　　　　　　　　②開場１７：３０　開演１８：００
と こ ろ　けんしん郡山文化センター
価　　格　全席指定　4，０００円（税込）【通常価格７，56０円】
募集枚数　３０枚（会員１名につき２枚まで）　※未就学児入場不可

申込締切
10月20日（土）

申込締切
10月20日（土）

希望時間を
記入下さい

●申込方法…●申込方法…事業所ごとに同封の「申込書」を取りまとめて、ハッピーワークいわき事務
局まで送付またはご持参下さい。
〒970－8026　いわき市平字堂ノ前22 いわき市労働福祉会館１階
ハッピーワークいわき「丸大食品ギフト斡旋」係　FAX 35-6845

●最終締切… 12月20日（木）
●取扱業者…丸大食品株式会社
●納品予定… 11月30日以降より随時配送いたします。
●納品方法…申込者ごとに商品をまとめて、丸大食品㈱より各事業所・ご自宅宛に送付

いたします。
商品到着後に丸大食品より郵便振替用紙を郵送いたしますので、代金を
お振込下さい。

●配 送 料…全国一律756円（税込）
※詳細についてのお問い合わせ、または商品の破損、過不足などがございました場合は、丸大食品㈱へ直接ご連絡下さい。

ギフト
丸大食品お中元ギフト丸大食品お歳暮ギフト
「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい。」

①申込書配布 ③納　　品

②申込書送付

（FAX可）

④代金支払

③納　　品
ハ
ッ
ピ
ー
ワ
ー
ク
い
わ
き

事
業
所
・
ご
自
宅

丸

大

食

品

㈱

ギ
　
フ
　
ト
　
先

●取扱商品〈例〉

「ローストビーフ
  詰め合わせ」
ＧＭ－４０

冷 蔵

「王覇」
HA－102

冷 蔵

モンドセレクション
最高金賞

事務局インフォメーション

　今年の６月で販売・利用が終了となりました「高速バス仙台線回数券」のハッピーワークいわ
き事務局での払い戻しは年内（１２月２７日）までとさせていただきます。ハッピーワークいわき
で購入された回数券をお持ちの方は速やかに払い戻しの手続きをお願いいたします。

「高速バス仙台線回数券」払い戻しのご案内

　引越しや結婚等で住所・電話番号などが変わった会員の方は速やかに変更届を提出下さいますよう、お願いいたします。出生や
結婚・死亡などの給付金の申請で家族登録の変更はなりますが、それ以外の理由での家族登録の増減は変更届の提出をお願い
いたします。

「住所等変更」のお願い

※Ｓ席のみの取り扱いとなります。Ａ席・車いす席・・学生はアリオスで購入下さい。
※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※プログラムは変更となる場合がございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　©Takashi Iijima
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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7月1日～平成30年8月31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）

7 件
18 件
25 件
11 件
2 件
16 件

21 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）

2 件
1 件
23 件

在会祝（10年）
在会祝（20年）

25 件
26 件

お知り合いの
事業所を
ご紹介下さい

●有限会社　金村企画

2,600円チケット１枚

※チケットでお試しの利用ができます。運動×お風呂
いわき健康センター　フィットネス＆スパ　ハッピーワークいわき特別チケットの販売

新感覚のフィットネス

入館料+温楽（フィットネス）利用

◆利用枚数/１会員  年度内５枚まで　　◆利用期間/6ヶ月

いわき健康センター内
いわき市小浜町中ノ作45-1  TEL：0246-63-4126

●営業時間
平　日 /10：00～15：00
　　　　17：00～22：00
土日祝 /10：00～18：00

月曜定休日
※土日祝は暫定的で変更の可能性があります。




