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令和元年10月発行

事業所数／774事業所（個人会員は除く）〈令和元年9月1 日現在〉

会員 と 家族 の 交歓会

年に１度のハッピーワークいわきの大忘年会、「会員と家族の交歓会」のご案内です。令和元年の
締めくくりです。良いことは思い返し、悪いことはぱあ〜と忘れ、食べて、飲んで、お土産持って楽
しみましょう。飲み放題・食べ放題・抽選会など内容盛り沢山のパーティーです。ご家族やお仲間同
士、事業所の忘年会に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 ①12月7日（土）18：30開宴 （18：10〜 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ー３１９１）
一般 7,000円
◆参 加 費 会員・家族（中学生以上）3,300円
（３歳以上） 2,300円
一般 5,000円
◆募集人数 200名
※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。

ご家族でご覧
ください
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★送迎ﾊﾞｽが出ますので、利用希望の方は、申込書に、乗車場所を記入下さい。
後日、バスの時刻表をお送りいたします。

● 湯本駅前 − 内郷駅前 − パネックスいわき前
● 植田駅前 − 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。）

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

10月20日

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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「ハプナ」ランチビュッフェと人気のイルミネーション
イルミネーション
ツアー
◆と

１年のご褒美に少し贅沢なホテルランチと恵比寿ガーデンプレイスでのショッピング、ちりば
めた宝石をイメージしたよみうりランドの「ジェルミネーション」など令和の締めくくりにふさ
わしいお洒落で豪華なツアーをご用意いたしました。夕食にお弁当も付いている大満足のツアー
です。

き ①12月14日（土）9：20

いわき市役所出発
一 般 14,000円

◆参 加 費 会員･家族（大人・小人同額） 9,800円
◆募集人数 ①90名（最少催行人数 30名）

行程

いわき市役所(9：20)＝小名浜支所(9：45)＝勿来支所(10：10)＝勿来IC＜常磐道＞三郷IC＜首
都高＞＝＝品川プリンスホテル LUXE DINING「ハプナ」(大人気のビュッフェレストランにて
数々の美食をお楽しみください)(13：30ー14：45)＝恵比寿ガーデンプレイス(お洒落な街「恵
比寿」お買い物や散策)(15：05ー16：00)＝＝<首都高・東名>＝＝よみうりランド「ジェルミ
ネーション」(16：50ー18：20)(世界的照明デザイナー石井幹子プロデュース「600万球の宝
石イルミネーション」滞在時間約90分。お弁当を用意します)＝＝<中央道・首都高>三郷IC＜
常磐道＞＝勿来IC＝勿来支所(21：40)=小名浜支所(22：05)＝いわき市役所(22：30頃)

「めんたいパーク」と年末お買い物ツアー
ツアー
◆と

年末は大洗・那珂湊へ新鮮で美味しい魚、野菜を求めてお買い物はいかがでしょうか？
昼食は大洗でのお寿司食べ放題と「めんたいパーク」見学も予定しています。
お正月の御馳走はこれで決まりです。

き 12月15日（日） 8：40 いわき市役所出発

◆参 加 費 会員・家族（３歳以上） 4,000円（一般）

6,600円

◆募集人数 80名（最少催行人数 35名）

行程

いわき市役所(8：40)＝小名浜支所(9：05)＝勿来支所(9：30)＝勿来IC＜常磐道＞＝日立南太田IC＝＝東海ファーマーズマーケット
「にじのなか」(新鮮な朝採り野菜のお買い物)(10：45ー11：15)＝大洗(お寿司食べ放題をお楽しみください)(12：00ー12：50)＝
＝那珂湊おさかな市場(13：00ー13：45)＝かねふくめんたいパーク大洗(見学とお買い物)(14：00ー15：00)＝日立南太田IC＜常磐
道＞＝勿来支所(16：55)＝小名浜支所17：20)＝いわき市役所(17：45頃)
旅行企画・実施

常磐交通観光

秋色街めぐりとスカイツリー日帰りの旅

ツアー

都内屈指の銀杏並木神宮外苑と彩り鮮やかな六義園、スカイツリー
展望台から眺める深まる秋景色をお楽しみください。

き 11月24日（日） 8：00 いわき市役所出発
◆と
◆参 加 費 会員・家族（大人） 8,000円（小人） 7,800円
一般 （大人） 12,500円（小人）11,500円
◆募集人数 40名（最少催行人数 35名）

行程

いわき市役所(8：00)＝＝いわき中央IC＝＝常磐道・首都高＝＝神宮外苑銀杏並木(10：30ー11：30)＝＝六義園(１2：00ー12：
45)＝＝サンシャインシティ バイエルンでビュッフェ(13：30ー14：30)＝＝東京スカイツリー展望デッキ(15：15ー16：20)＝＝
東京スカイツリータウン（16：30ー18：00）＝＝首都高・常磐道＝＝いわき中央IC＝＝いわき市役所(21：00)

大安吉日出発！川崎大師初詣と横浜中華街
ツアー
◆と

令和の初詣は大安吉日、厄除け大師としても有名な川崎大師への参拝です。横浜中華街での昼食、
横浜マリンタワーの見学などもお楽しみ下さい。

き 令和２年１月18日（土） 7：00 いわき市役所出発

◆参 加 費 会員・家族（大人） 8,800円（小人） 7,300円
一般 （大人） 13,000円（小人）11,500円

◆募集人数 40名（最少催行人数 35名）

行程

いわき市役所(7：00)＝＝常磐道・首都高＝＝いわき中央IC＝＝横浜大飯店にてオーダー式バイキング(11：00ー13：40)＝＝横浜
マリンタワー 横浜市内一望(13：45ー14：30)＝＝厄除け大師として知られる川崎大師参拝(15：00ー16：30)＝＝＝首都高・常
磐道＝＝いわき市役所(20：00)

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。
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申込締切

10月20日

お正月の寄せ植え作り講習会

新年を華やかに彩る「寄せ植え教室」の募集のご案内です。葉ボタンややぶこうじなどお正月に

カルチャー ふさわしい縁起が良いとされる草花や寒さに強いパンジー・ストックなど彩り鮮やかにあしらった
寄せ植えです。玄関先などで、春先まで楽んでいただけます。

と
き
と こ ろ
募集人数
参 加 費
講
師

12月21日 （土） 10時〜12時
磐 植 直売所
(平中平窪字宮田58 直通 080-6053-4862)
30名
会員・家族 1,500円 一般 3,300円
佐藤英子先生<（有）磐 植>

…準備品…
・移植べら ・園芸用ハサミ
・エプロン ・薄手のゴム手袋
・筆記用具 ・持ち帰り用袋

申込締切
10月20日

イメージです

「寄せ植え作り講習会」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。

チケット

こども商品券 トイカード

お子様の学用品や子供服、おもちゃの購入、また出産のお祝い、クリスマスプレゼ
ントなど様々なシーンでご利用いただけます。
◆斡旋価格

1冊

4,600円 【500円券×10枚

◆募集冊数

200冊

事業所会員1会員につき4冊まで
個人会員

◆有効期限

5,000円分】

〃

2冊まで

2022年12月31日

10/18までは
窓口で随時販売いたします

いわき市内及び近隣の主な利用可能店舗
・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

美術館・企画展助成
いわき市立美術館
チケット

光ミュージアム所蔵 美を競う

肉筆浮世絵の世界

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

浮世絵というと鮮やかな多色摺木版画の錦絵というイメージで捉えがちですが、絹
地や和紙に直筆で表現された

肉筆浮世絵

は、絵師たちの繊細・ち密な腕前が直に

味わえる一点物の貴重な絵画作品です。本展は、国内有数の肉筆浮世絵コレクション
を誇る光ミュージアムの珠玉の名品を一挙公開する初の大規模展です。北斎、広重、
英泉、国芳など名だたる絵師たちの美人画を中心とした優美で濃密な肉筆画の世界を
一堂に紹介します。

開催期間

11月9日(土)〜12月15日(日)

月曜休館

開館時間 9:30〜17:00

価

300円 【通常価格

格

募集枚数

800円】

歌川国英《秋色女》紙本着色
文政年間頃

100枚 （1会員4枚まで）※申込締切後にチケットを送付いたします。

「こども商品券」「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。
｢こども商品券｣は10/18まで窓口で随時販売しております。
郵送希望の方は、締切後、送付いたします。

◎申込締切

10月20日
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助成券

後
期

はっぴーわーくーポン助成券綴り

｢はっぴーわーくーポン」の2019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円がかかります。
◆利用期限：2020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。

店舗名

住所

TEL

.

はっぴーわーくーポン

はっぴ
ーわ

助 成 券 綴り

ーくーポ
ン

利用に

ついて

2019年10月１日〜
後期
2020年３月31日

★チケ

ットに
必ず必
記して
要事項
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下さい
。
は助成
券にな
注文時
ります
、受付
ので、
時に助
用する
成券を
旨を伝
利
えて、
提出し
会計時
割引料
に
金をお
さい。
支払い
下

★本券

日帰り温泉
お 食 事
ボウリング
マッサージ

★本券

の利用
は会員
に限り
と家族
ます。
の方
第三者
は固く
への譲
禁止い
渡
たしま
す。
★本券
一枚に
つきお
限り有
一人様
効。
一回

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。

★他の

割引券
との併
せん。
用はで

きま

ハッピーワークいわき ★券面記載の有

（一財）いわき市勤労者福祉サービスセンター 用下さい。
〒970-8026 福島県いわき市平字堂ノ前22番地
TEL.0246-35-6844

利用メニュー

効期限

内にご

利

利用時間

フ
ー
ド
温泉
ボウリング

リラクゼーション

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

ランチ全品いずれか助成額200円

グランパークホテルパネックスいわき

平白銀町９−１

35-5010

ランチハーフバイキングメニュー ３００円引き 11:30〜14:30 火曜休

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

二色丼

ステーキハンバーグ＆ブレッドバー

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 風車

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 一膳

平字童子町２−１２

25-4404

麺遊心

平字中町14−2

21-0774

食事メニューご注文時1メニュー

各店舗

牛太桜

小島町3−9−9

38-3204

1名につき1枚 ２00円引き

営業時間内

彩鳳

平中神谷字苅萱１−６

34-2930

中国料理 鳳翔

平字白銀町６−９

23-0251

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

マンママリィ郷ヶ丘店

郷ｹ丘２−７−１１

46-2128

マンママリィ(イオンモール小名浜店)

イオンモールいわき小名浜内2F

38-8177

まる兵衛郷ヶ丘店

郷ｹ丘２−４７−２

38-7810

食事メニューご注文時1メニュー

まる兵衛内郷店

内郷御厩町前田１０５

26-2360

1名につき1枚 300円引き

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

カフェビアレストラン エル・トマ

鹿島町久保2-2-8

58-5969

ステーキメニュー・ガーリックハンバーグ

エル・ダイニング ラ・パリージャ

平一町目1−1

37-8766

注文時1メニュー

バル・リストランチ ラ・パパ

平田町120 ラトブ3F

37-5177

1名につき1枚 3００円引き

Bar&DINING ひまわり

平田町120 ラトブ3F

35-6255

はなカフェ ア・ヌー

平南白土1−16−12

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

さはこの湯 温泉保養所

常磐湯本町三函１７６−１

43-0385

通常価格300円⇒70円

10:00〜22:00 受付21:00

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

１ゲーム２００円引き

54-5556

営業時間内

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

56-5550

１回１名につき１枚 ３００円引き

営業時間内

小浜町中ノ作４５−１

63-4126

KEN

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

消費税改定に伴い、価格も変更となっている場合もあります。
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11:30〜14:30

400円引き 11:00〜15:00

営業時間内

営業時間内

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♪
21世紀最高のイタリアン・シネマ・オーケストラと
日本のテレビ界が誇る歌姫が青春時代の感動をお届け！

チケット

ローマ・イタリア管弦楽団 映画音楽名曲選

と
き
と こ ろ
価
格
募集枚数

令和２年１月31日（金） 開場 18：00
開演
いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール
S席 6,000円（税込） 【当日価格 7,500円】
30枚（会員１名につき２枚まで）

18：30

※プログラムは都合により変更になる可能性もございますので
ご了承ください。
※未就学児のご入場はご遠慮させて頂きます。

ゲストシンガー

宮本 美季

◎申込締切

10月20日

4年ぶりの全国ツアーが決定！日本R&B界のレジェンドをお見逃しなく！！

チケット

久保田利伸 TOSHINOBU KUBOTA HALL CONCERT TOUR 2019-2020

Beautiful People

と
き
と こ ろ
価
格
募集枚数

令和２年１月16日（木） 開場17：30 開演 18：30
けんしん郡山文化センター 大ホール
全席指定 7,800円（税込）
【通常価格 8,900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

10月20日

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。

天心記念
五浦美術館

第31回トワイライトコンサート

サクソフォンとピアノの調べ

深まりゆく秋の夕べのひととき。
サクソフォンとピアノのアンサンブルにより、心に響く名曲の数々をお届けします。
と
き
と こ ろ
価
格
定
員

10月14日（月・祝） 開場 16：30 開演 17：00
茨城県天心記念五浦美術館 エントランスロビー
入場無料
３００名 （先着順）

当日、直接ご来館ください。
「ハッピーワークいわき」への申込みは必要ありません。

茨城県天心記念五浦美術館からのお知らせ
今年度、予定しておりました企画展は、空調等の不具合により中止とな
〒319-17 北茨城市大津町椿2083 Tel：0293-46-5311 Fax：0293-46-5711
りました。
楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ございませんでした。
映画会・ワークショップ等は開催の予定ですので今後ともよろしくお願
いいたします。

住谷 美穂：サクソフォン

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

AKI 松本：ピアノ

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
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フィットネスクラブ（ジム・スイミング）会費助成
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。
●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「令和元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。≫

●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）
②
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。

※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。 申請期間：令和元年１０月１日〜令和2年２月２8日（期日厳守）

申請方法
①「令和元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。

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を今年も行います。この冬も元気に乗り切るには早めの予防が一番。
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。

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。
●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：令和元年１０月１日〜令和2年２月２8日（期日厳守）
※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。

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。
上記の申請書≪令和元年度用≫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。こちらから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。

●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5日締切の20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。
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お台場テーマパークチケット特別斡旋
チケット

東京お台場の「東京ジョイポリス」「レゴランド・ディスカバリー・センター東京」
「マダム・タッソー東京」のチケッ
トをお得な価格で販売します。年末・年始や冬休みにご利用いただけます。
申込締切10月20日
1 日遊べるテーマパークです。ご家族やお友達でおでかけください。

東京ジョイポリス

レゴランド・ディスカバリー・センター東京

マダム・タッソー東京

◆斡旋価格 2,800円
【通常 4,500円】
（パスポートチケット）
◆募集枚数 50枚
（1会員5枚まで）

◆斡旋価格 1,500円

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
DECKS Tokyo Beach 3F〜5F
時間：10:00〜22:00（最終 21:15）
URL：http://tokyo-joypolis.com/

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
DECKS Tokyo Beach 3F
時間：平日10:00〜20:00、土日祝10:00〜21:00
（最終入場 平日18:00、土日祝19:00）
URL：https://tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/

◆斡旋価格
大人・小人同額 1,100円
大人 2,300円・小人1,600円】
◆募集枚数 50枚
（1会員5枚まで）

【通常 2,500円
3才以上】
◆募集枚数 50枚

（1会員5枚まで）

有効期限：令和2年4月30日

© 2019 The LEGO Group.

住所：東京都港区台場1丁目6番1号
DECKS Tokyo Beach 3F
時間：平日11:00〜20:00、土日祝10:00〜20:00
（最終入場 19:00）
URL：https://www.madametussauds.jp/tokyo/ja/

有効期限：令和2年3月31日

有効期限：令和2年3月31日

お台場テーマパークチケットの申込方法

ガイドブック・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、事務局から連絡いたします。※当選後のキャンセルは出来ませんので、ご了承ください。

「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい。」

ギフト

丸大食品お歳暮ギフト
丸大食品お中元ギフト

●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（金）
●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770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。

●取扱商品
〈例〉

冷蔵

「王覇」
HA−102
モンドセレクション
最高金賞
冷蔵

「ローストビーフ
詰め合わせ」
ＧＭ−４０

①申込書配布
②申込書送付
（FAX可）

事
業
所
・
ご
自
宅

③納

品

④代金支払

丸
大

③納

品

食
品
㈱

ギ
フ
ト
先

事
事務
務局
局イ
イン
ンフ
フォ
ォメ
メー
ーシ
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ョン
ン
「消費税改定による斡旋チケット」について
10月からの消費税の改定で、「ハッピーワークいわき」で通常斡旋販売しているチケットにつきましては、仕入れ価格の
変更は多少ありますが、今年度は据え置きで販売いたします。助成券につきましては、利用いただくメニューが料金改定に
なっていることがありますので、ご確認ください。
今後、会報等でご案内する事業については、価格の変動がある場合もあります、ご了承願います。

各種給付金・助成金の振込先について
「ハッピーワークいわき」からの振込みの給付金や助成金は、原則、会費引き落としの事業所口座へ振り込みとなります。
納付書で納めている方は、以前振込があった場合には、その時の口座が登録されていますので、再度振込先の口座のお知ら
せは不要です。以前と異なる口座への振り込みを希望の場合には、必ずご一報ください。

いわき新舞子ハイツヘルスプール企業法人券の利用について
「ハッピーワークいわき」で販売している『いわき新舞子ハイツヘルスプール企業法人券』はプール・ジムを利用する場合
は従来通り、チケットで利用できますが、宿泊棟の温泉「流木の湯』を利用する場合、チケット＋300円が必要となり、午後
３時以降の利用のみとなりますので、ご注意ください。
「流木の湯」利用の詳細につきましては、いわき新舞子ハイツ（３９−３８０１）にお問い合わせください。

「いわき観光まちづくりビューロー」の冬ギフトについて
次回12月号でお知らせいたします。
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会員事業所には事業主様にむけて、チラシを同封しております。
ハッピーワークいわき新規会員大募集
ハッピーワークいわき新規会員大募集

お知り合いの
事業所を
ご紹介下さい。

会員紹介

キャンペーン

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

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。）

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。 ※個人登録での入会はできません。

共済給付金の支給状況
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
※
※
※
※

令和元年7月1日〜令和元年8月31日

ありがとうございます
33件
32件
4件

16件 在会祝（10年）
18件 在会祝（20年）
21件 在会祝（30年）
12件
2件
20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）
2件
(配偶者） 1件
(親）
43件

お見舞い申し上げます

傷病見舞金
17件
（14日·30日·90日·120日）

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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新しく仲間になりました。

新規入会事業所
●合同会社
●合同会社 成楽
成楽
●クリア設計事務所
●クリア設計事務所

