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加入状況

会員数／6,418名

携帯はこちらから
アクセス！

(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

ご家族でご覧
ください

No.

TEL 0246-35-6844
FAX 0246-35-6845
URL http://www.happywork-iwaki.com

令和元年8月発行

事業所数／774事業所（個人会員は除く）〈令和元年7月1 日現在〉

東京ディズニーリゾート日帰りバスツアー

今回の｢東京ディズニーリゾート日帰りバスツアー｣は、ハロウィーンで賑わう東京ディズニーリゾートへの日帰り
バスツアーです。ご希望のパーク（ランドかシー）を、申込書に記入してください。年に１度のディズニーリゾート
のハロウィンパーティーをお楽しみください。

ツアー

「ランド」か
「シー」を必ず
記入ください
◆と
き ①10月５日（土）６：００
◆参 加 費 会員・家族 （大人）
（中人）
（小人）
◆募集人数

行程

①120名（最少催行人数

いわき市役所出発
8,５００円
7,５００円
6,０００円

３０名）

（一般）１３,０００円
１２,０００円
１０,０００円

★食事は自由食となります。

申込締切
（３才以下）

8月20日(火)
１００円

※参加費にはバス代・パスポート代・保険代が含まれます。

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＞＝＝ディズニーシー(下車)(10：30着)＝ディ
ズニーランド(園内でお楽しみください)10：50着ー21：40発＝ディズニーシー(乗車)＝＜首都高速・常磐道＞＝＝いわき勿来IC＝勿来
支所(24：40)＝小名浜支所(01：05)＝いわき市役所(01：30頃)

企画・実施

常磐交通観光

各種ツアー申し込み方法

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。

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たします。

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 1

ヒルトンランチビュッフェと酒々井プレミアムアウトレット
ツアー

人気のホテルランチ「ヒルトン成田」のビュッフェを堪能していただき、
酒々井アウトレットでお買い物を楽しんでいただくツアーです。催行予定日を
2日間設定いたしましたので、ご希望の日を記入ください。

いわき市役所出発
6：40
き ①9月21日（土）②10月27日（日）
◆と
一 般 10,000円
◆参 加 費 会員･家族（大人・小人同額） 5,500円
30名）
②40名 （最少催行人数
◆募集人数 ①40名
いわき市役所(6：40)＝小名浜支所(7：05)＝勿来支所(7：30)＝勿来IC＜常磐道＞つくばJCT＜
圏央道＞神崎IC＝＝小江戸佐原(＊江戸時代の気分を味わえます 伊能忠敬旧居・記念館など小
野川沿いの小江戸を散策)10：00ー11：30＝佐原香取IC<東関東道>成田IC＝＝ヒルトン成田
(ホテルにてランチビュッフェを90分堪能＊人気メニューフレンチトースト)12：00ー13：30
＝＝成田IC<新空港道・東関東道>酒々井IC＝＝酒々井プレミアムアウトレット(約180店舗)
13：45ー16：00＝＝酒々井IC<東関東道>大栄JCT<圏央道>＝＝つくばJCT＜常磐道＞勿来
IC＝勿来支所(18：30)=小名浜支所(18：55)＝いわき市役所(19：20)

行程

旅行企画・実施

常磐交通観光

谷川岳ロープウェイ
谷川岳ロープウェイと日光戦場ヶ原紅葉狩りの旅
紅葉狩り
ツアー

谷川岳の紅葉彩る大自然を満喫してください。頂上まではロープウェイとリフトで登り、
雄大な景色をご堪能ください。帰りは日光の紅葉もお楽しみいただけます。

き 10月19日（土） 6：00 いわき市役所出発
◆と
8,500円
◆参 加 費 会員・家族（大人） 10,000円（小人）
一般 （大人） 14,500円（小人） 13,500円
◆募集人数 40名（最少催行人数 35名）
いわき市役所(6：00)＝＝常磐道・北関東道・関越道＝＝谷川岳ロープウェイ(10：30ー12：15)＝＝原田農園 昼食(13：00ー13：
50)＝＝吹割の滝 見学(14：30ー15：10)＝＝戦場ヶ原 休憩(16：10ー16：40)＝＝中禅寺湖 車窓＝＝日光宇都宮道路・東北
道・あぶくま高原道路・磐越道＝＝いわき市役所(21：00)※谷川岳ロープウェイは大変込み合う時期になります。大幅に時間が超過
した場合は吹割の滝は見学できません。

行程

シンフォニーサンセットクルーズと夜景の東京タワー
ツアー

夕陽を見ながらディナーを楽しむちょっと豪華なサンセットクルーズの旅です。クルーズの後は東京タ
ワーからの夜景を眺め、しばし素敵な時間をお楽しみください。日中の散策はお台場か豊洲市場をお選び
いただけます。

き １０月 6日 （日） 10：00 いわき市役所出発
◆と
◆参 加 費 会員・家族（大人） 10,000円（小人） 8,600円
一般 （大人） 14,600円（小人）13,000円
◆募集人数 40名（最少催行人数 35名）

いわき市役所(10：00)＝＝いわき中央IC＝＝常磐道・首都高＝＝お台場散策(13：00ー15：30)＊希望の方は豊洲市場までご案内い
たします。交通費別＝＝シンフォニーサンセットクルーズ(16：00)/早めの夕食(バイキング)(18：40)(16：20ー18：20)〜〜(船
舶)〜〜東京タワー夜景鑑賞(19：00ー20：00)＝＝首都高・常磐道＝＝いわき市役所(23：00)

行程

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。

申込締切

※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。

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

「 サ ン ク ス・フ ェ ス テ ィ バ ル 」 パ ス ポ ー ト
オンラインでのパスポートの購入手順
手順１

｢東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム｣
利用者専用サイト(URL：dcp.go2tdr.com)にアクセス

手順２

｢サンクス・フェスティバル｣詳細画面より､ パスポート
のご購入はこちらから のボタンをクリック

手順３

｢東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイト｣
の専用トップ画面にリンクするので、下記の条件を入力

◆契 約 団 体 番 号 ： ｢ハッピーワークいわき事務局｣へ
お問い合わせください
◆プランパスワード：
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期間

オンライン限定！

9月1日(日)〜9月30日(月)

◆パスポート料金
大人(18歳以上)

8月20日必着

6,800円
《通常料金：7,400円》

中人(中学・高校生 12〜17歳)5,900円
《通常料金：6,400円》
小人(幼児・小学生 4〜11歳)4,400円
《通常料金：4,800円》

カルチャー

スターバックスコーヒーセミナー

〜フードペアリング〜

前回大人気だったコーヒーセミナー。スターバックスのコーヒーマイスターがおいしいコーヒーのいれ
方や豆の選び方、それぞれに合うスウィーツなども教えてくれます。お店の本格的なコーヒーをご自宅で
も味わうことができるセミナーです。
と
き
と こ ろ
参 加 費

9月28日 （土） 10時〜12時 受付 9：45〜
いわき市労働福祉会館 大会議室１
募集人数
会員・家族 1,000円 一般 3,240円
講
師

30名 ≪最少催行人数 20名≫
スターバックスコーヒーマイスター

◎申込締切

8月20日(火)

スターバックスコーヒーセミナーの申し込み方法

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。

ジェフグルメカード

いわき市内で使用できる店舗

●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
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
・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）
で利用できる共通お食事券です。
●洋食（イタリア・フランススペイン他）
8/20(火) 迄は、窓口で随時販売いたします。
・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
斡旋価格 １冊 4,600円
●和食・寿司・麺類
[500円券×10枚 5,000円分]
・むぎの里 ・元気寿司
募集冊数 500冊
・リンガーハット
事業所会員 1会員につき4冊まで
●ファーストフード・軽食・カフェ
個人会員
〃
2冊まで
・モスバーガー
・ケンタッキーフライドチキン
※事務局でのチケット受取にご協力くださいます様、
※有効期限はありません。 ・サーティワンアイスクリーム
お願いいたします。
・吉野家

全国共通お食事券

チケット

美術館・企画展助成

●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

※8月20日までは随時販売

申込締切：8月20日(火)

いわき市立美術館

いわき市立美術館

チケット

●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

パナソニック汐留美術館所蔵 ジョルジュ・ルオー展

いわき市平字堂根町４‒４ Tel.25‒1111
開館時間９：30〜17：00

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/

20世紀フランス絵画の巨匠ジョルジュ・ルオー。鮮やかな色彩と力強い黒の線で描かれる独自
の作風で人間の内面と向き合い生命の輝きを見つめ続けたルオーの魅力に迫る展覧会です。

開催期間

9月14日(土)〜10月27日(日)

月曜休館

〒319-17 北茨城市大津町椿2083 Tel：0293-46-5311 Fax：0293-46-5711

価
格
募集枚数

300円 【通常価格 800円】
100枚 （1会員4枚まで）

開館時間 9:30〜17:00

◎申込締切

8月31日(土)

茨城県天心記念五浦美術館
チケット

入江明日香

-- 心より心に伝ふる花なれば
心より心に伝ふる花なれば --

マドレーヌ
1956年 パナソニック汐留美術館蔵

五浦美術館

〒319-1703 茨城県北茨城市大津町椿2083五 浦
Tel:0293-46-5311
美術館

問合せ先

開催期間

7月20日(土)〜9月1日(日)

価
格
募集枚数

300円 【通常価格 720円】
５０枚 （1会員4枚まで）

窓口で随時販売いたします。

四
｢季草花図 部
｣ 分 平成 年 (2017)
丸沼芸術の森蔵

銅版画家･入江明日香(1980-)は、手漉きの和紙に刷った銅版画をコラージュし、水彩･墨･箔･胡粉などをほど
こす技法を用いた表現により見る人を魅了しています。本展では、時空を超えた不思議な世界観を表す代表作
:
に加え、屛風の大作や創作の軌跡がうかがえるエスキース等約８０点の作品により、入江芸術をあますことな
く紹介します。
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「ジェフグルメカード」「美術館企画展」チケットの申込方法

http://www.tenshin.museum.ib

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。
郵送希望の方は20日締切後、送付いたします。
ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 3

コンサート・イベントチケット情報
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・変更はできませんので、ご注意下さい。

トゥインクルプリキュアドリームステージ♪
トゥインクルプリキュアドリームステージ♪ いわき公演
スター☆トゥインクルプリキュアドリームステージ♪
スター☆トゥインクルプリキュアドリームステージ♪
いわき公演
チケット

TVでおなじみのキャラクターが登場し子供たちに夢と感動を与えます。

と

き

と こ ろ
価
格
募集枚数

9月21日（土）①午前の部 開場 10：30 開演 11：00
②午後の部 開場 13：30 開演 14：00
◎申込締切
いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール
8月20日(火)
全席指定 2,500円（税込） 【当日価格 3,500円】
①②ともに30枚 （会員１名につき２枚まで）
※ ３歳以上有料 （２歳以下のお子様は保護者１名ひざ上観賞可）
※ 車イス席 前売/当日ともに3,000円

★必ず〈午前の部、午後の部〉を明記ください

島津亜矢コンサート２０１９
チケット

と

き

と こ ろ
価
格
募集枚数

11月4日（月･祝） ①昼 の 部 開場 13：30 開演 14：00
②午後の部 開場 17：00 開演 17：30
いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール
S席 ①昼 の 部 5,000円（税込） 【S席通常価格 6,500円 】
②午後の部 4,100円（税込） 【S席通常価格 6,500円 】
①②ともに３０枚 （会員１名につき２枚まで）

◎申込締切

★必ず〈昼の部、午後の部〉を明記ください

8月20日(火)

※未就学児のご入場はできません。

ナオト・インティライミ TOUR ２０１９
チケット

〜新しい時代の幕開けだ！バンダ、ダンサー、全部入り！欲しかったんでしょ？この感じ！〜

と
き
と こ ろ
価
格
募集枚数

10月27日（日） 開場 17：00 開演 17：30
いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール
指定席 6,000円（税込） 【通常価格 7,100 円 】
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/入場に関する年齢制限なし
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので予めご
了承ください

日医工
チケット

と
き
と こ ろ
価
格
募集枚数

◎申込締切

8月20日(火)

葉加瀬太郎 コンサートツアー 2019
『Dal Segno~Story of My Life』

presents

12月21日（土） 開場 16：00 開演 16：30
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）
全席指定 7,200円（税込） 【通常価格 8,250円 】
30枚 （会員１名につき２枚まで）

※未就学児のご入場はお断りいたします。

◎申込締切

8月20日(火)

コンサートチケットの申し込み方法
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。
コンサート・イベントごとに締切日を掲載しております。
※申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。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。
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前売映 画 鑑 賞 券 斡 旋 販 売
10月11日(金)
全国ロードショー

最高 の 人生 の 見 つけ 方
観たら未来が楽しく変わるチェンジングムービー

余命宣告された2人のありえない出会いと想定外の行動から始まる奇跡の物語
吉永小百合×天海祐希 二人が探す『最高の人生の見つけ方』
監
督：犬童一心
キャスト：吉永小百合、天海祐希、ムロツヨシ、満島ひかり、前川清

上映期間

10月11日（金）〜（終了は上映期間によって異なります）

斡旋価格

900円（通常窓口料金 1,800円または1,900円） ◎申込締切
100枚（会員１名につき４枚まで）
9月13日(金)

募集枚数

―近隣上映映画館―
●ポレポレシネマズいわき小名浜 ●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
●TOHOシネマズ水戸内原

●ユナイテッド・シネマ水戸 他
全国のムビチケ利用可能劇場にてご覧いただけます。

©2019｢最高の人生の見つけ方｣製作委員会

社会福祉事業協賛
チケット

ポップサー カス郡山公演

ポップサーカスが4年ぶりに郡山にやって来る！巨大テントの中で繰り広げられる
｢ハラハラ｣｢ドキドキ｣のショーは子どもから大人までお楽しみいただけます！！

開催期間
開催場所
価
格

9月14日(土)〜11月10(日)
ショッピングモールフェスタ 大テント
自由席 大 人(高校生以上) 1,700円【当日 2,800円(税込)】
子ども(3歳〜中学生）600円【当日 1,500円(税込)】

☆公演時間、指定席の購入方法など詳細は

「ポップサーカス郡山公演事務局」にお問い合わせください。
TEL 024−983−5190 FAX 024−983−5191
窓口で、10月18日まで随時販売いたします。※郵送は9月20日締切分まで

いわき蟹洗温泉 太平洋健康センター特別入館券
チケット

四倉の「いわき蟹洗温泉 太平洋健康センター」の入館券を通常より
更にお得な料金で販売いたします。期間も12月末までとなっておりま
すのでご家族の皆様でご利用ください。

特別限定価格 700円 【通常 2,000円】 （1会員につき4枚まで）
募集枚数

1,000枚

利用期限

2019年12月31日

◎申込締切

8月20日(火)

8月20日までは
窓口で随時販売

「最高の人生の見つけ方」「ポップサーカス」「蟹洗温泉特別入館券」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。
郵送希望の方は20日締切後、送付いたします。
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助成券

助成券の利用でお得な料金で参加いただける夏のパーティー＆ビアホールのご案内です。
どちらも必ず予約をとってから、助成券をお申し込みください。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

サマービュッフェプレミアムナイト 2019
と

き

利用代金

8月16日（金） 17日（土） 18日（日）
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。

― ご予約・お問い合わせ ―

予約日をお知らせ
ください

い わ き ワ シントンホテル椿山荘
℡ 0246-35-3375

勿来温泉

関の湯

飲み放題と
飲み放題と
豪華バイキング
豪華バイキング

食べ放題!!
シーサイドビアホール 食べ放題!!
と

き

間
時
利用代金

8月2日（金）3日（土）4日（日）9日（金）10日（土）
17日(土）18日（日）23日（金）24日（土）25日（日）
17：30〜20：30 開催場所 ２F潮風
5,200円 【通常料金5,700円】
※小学生は通常料金2,850円となります。

― ご予約・お問い合わせ ―

勿来温泉 関の湯
℡ 0246-65-1126

✚
入泉付

予約日をお知らせ
ください

「パーティー助成券」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。
※ 開催日が近いので、窓口で随時お渡しいたします。

7,800

会員はサービスセンターの「人間ドック助成」を申請できます。
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ヘルス

家
家庭
庭常
常備
備薬
薬斡
斡旋
旋
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。

8月23日
（金）
東京支社 東京データセンター

03-6808-4641

9月下旬頃

弁護士による
無料法律相談会の
お知らせ
主催・あいきょうさい

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 5 日（木） 【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。
いわき市労働問題相談所

TEL24−2511 いわき市平字堂ノ前22

事
事務
務局
局イ
イン
ンフ
フォ
ォメ
メー
ーシ
ショ
ョン
ン
ハッピーワークいわき事務局は

お盆中も休まず営業します。

「いわきゆったり館」の
チケットの利用期限のご案内

「いわき新舞子ハイツへルスプール利用券」
での温泉利用について

いわきゆったり館の入館券の利用期限が、
半年〜最大1年となりました。1会員の購入
制限枚数は変わりません。チケットの返金や
第三者への譲渡や販売は出来ませんので、計
画的に購入ください。

これまで「いわき新舞子ハイツヘルス
プール利用券」(500円)で、温泉棟の「流木
の湯」もタオル代100円のお支払いで利用
できましたが、温泉利用の負担料金が300
円に変わりました。また利用できる時間
も、15：00からとなりました。日帰り温泉
利用についての詳細は、いわき新舞子ハイ
ツにお問い合わせください。(39‑3801)

事業申込みの当落について

助成金の申請について

ツアーや各種講習会、コンサートチケット
などで、抽選となったものについては落選の
方にはご連絡いたしません。締切後、1週間
以内には当落の結果が出ますので、早めに結
果を知りたい方は事務局にお問い合わせくだ
さいますよう、お願いいたします。

「国家資格取得受験料助成」や「検診」「人
間ドック」など、昨年度に発生したものにつ
いて、今年度申請することは可能ですが、年
に1回の助成となりますので、今年度分は来
年度に申請していただくことになりますの
で、ご了承ください。
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契 約 割 引 指定 店の 変更

トリミングサロン チャオ
常磐下船尾町宮下136-1

「ペットホテル ポチの家」の

名称が変わりました。

会員証の提示で
●ペットホテル
● ドッグシャンプー

● 猫のホテルの「タマの家」は契約解除となります。

ハッピーワークいわき
ハッピーワークいわき
新規会員大募集
新規会員大募集

1事業所の入会会員数 ×

500円分の図書カード

（最大10,000円分まで・ご入会から3か月後のお渡しとなります。）

キャンペーン

ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事
業所紹介カードでのご連絡をお待ちしております。紹介先の事業所様へ事務
局よりご連絡させていただきます。

共済給付金の支給状況
結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝

※
※
※
※

10％引き
10％引き

ご紹介いただいた事業所が入会した場合のご紹介者様へ謝礼

会 員紹
員紹介

おめでとうございます

℡44-0584

令和元年5月1日〜令和元年6月30日

ありがとうございます
39件
29件
1件

14件 在会祝（10年）
23件 在会祝（20年）
242件 在会祝（30年）
11件
1件
16件

お悔やみ申し上げます
死亡弔慰金
死亡弔慰金
死亡弔慰金

(会員）
1件
(配偶者） 1件
(親）
36件

お見舞い申し上げます

傷病見舞金
15件
（14日·30日·90日·120日）
重度障害（病気）
1件

共済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。
共済金支払請求書は２ヶ所に必ず押印し、事業所名をご記入下さい。
共済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。
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お知り合いの
事業所を
ご紹介下さい。

※個人登録での入会はできません。

新しく仲間になりました。

新規入会事業所
●いわき大王製紙(株)
●いわき大王製紙(株)
●令和エンタープライズ(株)
●令和エンタープライズ(株)
(ケアプランいろは)
(ケアプランいろは)

