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会員数／6,307名　事業所数／770事業所（個人会員は除く）〈令和2年１月１日現在〉
加入状況

〒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

携帯はこちらから
アクセス！

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号 1ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号8

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。　

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
ください。
謝礼を差し上げます。

お知り合いの事業所をご紹介
ください。
謝礼を差し上げます。

※個人登録での入会はできません。

会員紹介
キャンペーン
会員紹介
キャンペーン

●ランチ　1,000～
●パーティー　5,000～
●ディナーアラカルト

労働福祉会館１階に新たに「ビストロあん庵」がオープンいたしました。
　「ビストロ」とはフランス語で「居酒屋」、「定食屋」を意味し『気軽に
フランス料理を』と『地産地消』という思いから本場フランス仕込みのシェ
フが、旬の食材で季節のお料理を提供します。ランチはもちろん飲み会・
家族やカップルでのディナーなど様々なシーンでご利用ください。
　サービスセンターでは、オープンを記念して助成券を配付いたします。
３月末までの期間限定の割引助成券です。

労働福祉会館１階に新たに「ビストロあん庵」がオープンいたしました。
　「ビストロ」とはフランス語で「居酒屋」、「定食屋」を意味し『気軽に
フランス料理を』と『地産地消』という思いから本場フランス仕込みのシェ
フが、旬の食材で季節のお料理を提供します。ランチはもちろん飲み会・
家族やカップルでのディナーなど様々なシーンでご利用ください。
　サービスセンターでは、オープンを記念して助成券を配付いたします。
３月末までの期間限定の割引助成券です。

ビストロあん庵ビストロあん庵

ハッピーワークいわき会員　

『ビストロあん庵』オープン記念割引助成券のご案内『ビストロあん庵』オープン記念割引助成券のご案内

オープンを記念してお食事の時に利用できる割引助成券を配付します。
「チケット・助成券申込書」でお申込みください。

有効期限　　令和２年３月３１日

ランチ・ディナー・パーティ－利用の時１枚につき  300円引き
（１回１人１枚の利用）１会員 4枚まで

 300円引き 300円引き
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ヘルス

健康講習会

と き　　３月28日 （土） ①  9：30　開始(受付　9：15～)
　　　　　　　　　　　　　　②10：30　開始(受付　10：15～)　
と こ ろ　　いわき健康センター
　　　　　　(いわき市小浜町中ノ作45－1　℡68－6182)　　　
参 加 費　　会員・家族 　　1,500円　　　　一般　　3,000円
募集人数　　①②各20名　　 
講 師　　フィットネス＆スパ温楽　インストラクター

◆昼食・ジム利用・温泉施設利用付き。終了後、引き続きジム、温泉の利用もできます。◆昼食・ジム利用・温泉施設利用付き。終了後、引き続きジム、温泉の利用もできます。

共済給付金の支給状況　令和元年11月1日～令和元年12月31日
おめでとうございます

5件
12件
18件
14件
8件
47件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝 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）

1件
2件
47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）

90件
78件
5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。

お見舞い申し上げます
傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

台風19号による
床上浸水

10件

110件

話題のトータルウェルネス“温楽”
フィットネス・ストレッチ教室
話題のトータルウェルネス“温楽”
フィットネス・ストレッチ教室

　｢いつまでも心も身体も健やかにいたい」と願う皆様へ、フィットネス・ストレッチ教室の募集です。
　運動・お風呂・食事のトータルで健康を考える講習会です。東北初のVRフィットネスのエアロバイク
も体験いただけます。
　会場の都合上、開始時間を２回に分けますので、希望がある場合は開始時間を記入ください。
　健康と栄養を考えた栄養士監修の温楽食の昼食とジムと温泉の利用付です。ぜひこの機会に最新の施
設も体感ください。

　｢いつまでも心も身体も健やかにいたい」と願う皆様へ、フィットネス・ストレッチ教室の募集です。
　運動・お風呂・食事のトータルで健康を考える講習会です。東北初のVRフィットネスのエアロバイク
も体験いただけます。
　会場の都合上、開始時間を２回に分けますので、希望がある場合は開始時間を記入ください。
　健康と栄養を考えた栄養士監修の温楽食の昼食とジムと温泉の利用付です。ぜひこの機会に最新の施
設も体感ください。

…持参するもの…
●シューズ　●運動できる服装

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。

「健康講習会」の申込方法

※入浴セット（館内着・タオル一式はお貸しします）

申込締切
２月20日(木)



ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号 7ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号2

事務局インフォメーション事務局インフォメーション事務局インフォメーション事務局インフォメーション

　令和元年度のチケット・助成券の申込みは、郵送、窓口ともに３月２０日で締切、終了となります。
　３月２１日以降のお申込みは令和２年度分となり、原則４月１日以降のお渡しになります。
　窓口での随時販売もありませんので、ご注意ください。

今年度のチケット・助成券の申込みは３月 20日で終了となります。３月 20日３月 20日

　今年度の「インフルエンザ予防接種助成』「フィットネスクラブ会費助成」の申請期限は２月末となっております。
まだ申請がお済みでない事業所・会員の方は速やかに手続きをお願いいたします。

「インフルエンザ予防接種助成」「フィットネスクラブ会費助成」の申請期限について

　今春、小・中・高校に入学のお子様の入学祝金の申請をお願いいたします。給付金のお支払いは４月の入学式以降となります。
　小・中学校の入学は事前に送付される入学通知書（ハガキ）のコピーを添付していただきますので、入学式の提出前にコピーを
お願いいたします。申請はガイドブック掲載の「給付金支払請求書」に記入・押印し添付書類を添えて郵送か持参ください。
（FAX不可）
　添付書類
　　　小・中学校入学・・・「入学通知書（ハガキ）」または「在学証明書」「保険証」のコピー
　　　高 校 入 学・・・「合格通知書」または「生徒手帳」のコピー　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事由発生時（４月現在）会員でないと給付は受けられません。

「入学祝金」の請求について

「会員の入会退会」について「会員の入会退会」について
　春は、退職や転勤など異動の時期です。退職、転勤等でハッピーワークいわきを退会される会員は速やかに手
続きをお願いいたします。３月末退会の場合は３月２０日までに手続きあるいはご連絡をお願いいたします。２
１日以降は翌月分の会費が発生してしまいますので、ご注意ください。
　また入会の場合は毎月２０日までのお申し込みで、翌月１日からの資格発生となります。それ以前の共済・助
成等は該当いたしませんので、今春入学のお子様がいる方は、３月２０日までの手続きをお願いいたします。

　昨年１２月７日に開催されました「第１６回会員と家族の交歓会INハワイアンズ」での
アトラクションの「抽選会」において、次の事業所及び施設からご協賛をいただきまし
た。御協力ありがとうございました。

　昨年１２月７日に開催されました「第１６回会員と家族の交歓会INハワイアンズ」での
アトラクションの「抽選会」において、次の事業所及び施設からご協賛をいただきまし
た。御協力ありがとうございました。

「第１６回会員と家族の交歓会」の抽選会賞品の協賛御礼「第１６回会員と家族の交歓会」の抽選会賞品の協賛御礼

福島県民共済会、こくみん共済ＣＯＯＰ全労済いわき支所、東北労働金庫平支店、いわき市公園緑地観光公社、
いわき観光まちづくりビューロー、いわきワシントンホテル椿山荘、いわき健康センター、太平洋健康センター、
丸大食品、大日商事、白石薬品、ポレポレいわき、常磐交通観光、タビックスジャパンいわき支店、お菓子工房ルポ、
星野製パン、スパリゾートハワイアンズ（敬称略）

☆「指定宿泊施設利用助成」の契約宿泊施設 “リゾートインぼなり” は経営母体が変わりましたので、名称が “ボナリの森”
　に変更になりました。割引助成券はこれまで通り利用できます。
☆今年度の「東武動物公園ハッピーフリーパス」は、終了いたしました。また来年度のお申し込みをお待ちしております。
☆タビックスジャパンいわき支店の「旅行会社企画ツアー助成」は、いわき支店での個人ツアーの取り扱いができなくなっ
　たため、終了となります。ご了承ください。

本ページ（コピー可）に必要事項とアンケートを記入いただき、持参、ファックスまたは郵送で事務局までお送り下さい。
1会員につき 1枚の応募となります。事業所・勤務先の記入がないものは無効となりますのでご注意下さい。　

　前号でもご案内いたしました事業所の「忘年会」「新年会」の親睦助成の申請は２月末までと
なります。
　ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧になり申請をお願いいたします。1事業所、忘年
会あるいは新年会どちらか1回限りです。

　前号でもご案内いたしました事業所の「忘年会」「新年会」の親睦助成の申請は２月末までと
なります。
　ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧になり申請をお願いいたします。1事業所、忘年
会あるいは新年会どちらか1回限りです。

申込締切　　令和２年２月2９日（期日厳守）　　
※ガイドブックをご覧ください。　

事業所親睦助成事業　忘年会・新年会親睦助成事業所親睦助成事業　忘年会・新年会親睦助成

イベント

2019年度 令和のお楽しみ大抽選会令和のお楽しみ大抽選会令和のお楽しみ大抽選会令和のお楽しみ大抽選会
　令和の新しい時代もスタートし、昨年は台風の浸水被害もあったりと大変な年となりましたが、今年はオリンピックイヤー、皆様
には幸多き年となりますように心よりお祈り申し上げます。
　２０１９年度も終盤、今年も会員の皆様の意見をいただきながら、抽選で素敵なプレゼントが当たる恒例の「お楽しみ大抽選会」
の募集です。
　下記のアンケートにご回答いただき、必要事項を記入してファックス・郵送でご応募ください。当選者の方には、３月下旬に登録
事業所へ賞品及び賞品目録（引換券）をお送りいたします。A賞・B賞の当選は賞品を郵送いたしますが、C賞とD賞はハッピーワー
クいわき事務局でのお渡しとなりますので、目録（引換券）をお送りいたします。
　回答いただきましたアンケート結果は、今後の事業運営の参考とさせていただきます。

　令和の新しい時代もスタートし、昨年は台風の浸水被害もあったりと大変な年となりましたが、今年はオリンピックイヤー、皆様
には幸多き年となりますように心よりお祈り申し上げます。
　２０１９年度も終盤、今年も会員の皆様の意見をいただきながら、抽選で素敵なプレゼントが当たる恒例の「お楽しみ大抽選会」
の募集です。
　下記のアンケートにご回答いただき、必要事項を記入してファックス・郵送でご応募ください。当選者の方には、３月下旬に登録
事業所へ賞品及び賞品目録（引換券）をお送りいたします。A賞・B賞の当選は賞品を郵送いたしますが、C賞とD賞はハッピーワー
クいわき事務局でのお渡しとなりますので、目録（引換券）をお送りいたします。
　回答いただきましたアンケート結果は、今後の事業運営の参考とさせていただきます。
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●送り先

●応募締切
●当選発表

〒970-8026　　いわき市平字堂ノ前２２　いわき市労働福祉会館１F　
　　　　　　　　ハッピーワークいわき「令和のお楽しみ大抽選会」
２月２８日
当選者は事業所（個人会員は登録住所）への発送をもって発表に代えさせていただきます。

FAX：0246-35-6845FAX：0246-35-6845

A賞

図書カード
3,000円　25名
図書カード

3,000円　25名
ジェフグルメカード
3,000円　25名
ジェフグルメカード
3,000円　25名

B賞

ホットサンドメーカー
25名

ホットサンドメーカー
25名

C賞

自動床拭きロボット
25名

自動床拭きロボット
25名

D賞

希望賞品



　ピーワークいわき 会報 ぽけっと 112　号　ピーワークいわき 会報 ぽけっと 112　号 3

「苔玉＆テラリウムづくり講習会」 の申込方法

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号6

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。
※抽選となった場合は、会員・家族の方から優先となります。

ムーミンバレーパークとメッツァビレッジ

東京お花見  桜の名所めぐり東京お花見  桜の名所めぐり東京お花見  桜の名所めぐり東京お花見  桜の名所めぐり 日中線しだれ桜と五色沼散策の旅日中線しだれ桜と五色沼散策の旅日中線しだれ桜と五色沼散策の旅日中線しだれ桜と五色沼散策の旅

　昨年3月に埼玉にオープンした話題の「ムーミンバレーパーク」。お子様はもちろんムーミン世代
の大人たちも「ムーミン谷」や「おさびし山」など、思わずタイムスリップしてしまうテーマパーク
です。北欧のゆったりとした自然を再現した「メッツァビレッジ」でものんびりしたひと時をお過ご
しください。

　東京の桜の名所、「皇居　千鳥ヶ淵」浅草から日の出桟橋まで
の「お花見クルーズ」のツアーです。昼食は話題の「すしざんま
い」のランチをご用意しました。

　　会津・喜多方の桜の名所「日中線しだれ
桜」。約3㎞に1000本の桜が咲き誇ります。見
事なしだれ桜をお楽しみください。

◆と き
◆参 加 費
◆募集人数

◆と き
◆参 加 費
◆募集人数

行程 いわき市役所(6:05 )＝小名浜支所(6:30)＝勿来支所(6:55)＝勿来IC<常磐・圏央道>・狭間山日高IC
＝＝ムーミンバレーパーク(ムーミンの世界を体験できる4つのエリア)•••メッツァビレッジ(湖畔の森で北欧風リ
ゾート体験)(10:50ー14:20頃)※入場チケット付きとなりますが、有料アトラクションは各自負担＝＝狭間山日
高IC<圏央道・常磐>＝＝勿来IC＝勿来支所(18:15)＝小名浜支所(18:40)いわき市役所(19:05頃)

行程 いわき市役所(7:30)＝＝常磐道・首都高＝＝浅草　昼食
(11:30ー12:20)•••••浅草散策(浅草寺、仲見世、雷門)
(12:30ー13:30)＝＝隅田川十二橋めぐり(13:50ー
14:25)＝＝浜離宮庭園(14:30ー15:00)＝靖国神社・千
鳥ヶ淵　散策(15:20ー16:30)＝＝首都高・常磐道＝＝い
わき市役所(19:30)

◆と き
◆参 加 費
◆募集人数

行程 いわき市役所(7:00)＝＝磐越道＝＝磐梯山噴火記念館　
見学(9:30ー10:15)＝＝五色沼　散策(10:30ー11:15)＝
＝喜多方　自由食・散策(12:00ー14:00)＝＝日中線記
念自転車歩行者道(14:20ー15:20)＝＝日中線記念館
(15:30ー16:00)＝＝磐越道＝＝いわき市役所(18:30)

労働問題、交通事故、土地の問題、借金、遺産相続など労働問題、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。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。

3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。

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

令和２年５月３日（日） ６：05 いわき市役所出発
会員・家族（大人・小人同額）　4,300円　　　一般  7,700円
40名（最少催行人数 30名）　　☆入園料込み　☆食事は自由食となります。

令和２年4月4日（土） ６：00いわき市役所出発
会員・家族　8,000円　　一般　11,300円  　　
40名（最少催行人数 35名）

令和２年4月26日（日） 7：30いわき市役所出発
会員・家族　3,200円　　一般　6,600円  　　
40名（最少催行人数 35名）

カルチャー

・エプロン
・お持ち帰り用ビニール袋

・ビニール手袋準
備
品

苔玉＆テラリウムづくり講習会
　"暮らしにゆとりと潤いを”　鑑賞するだけでなく育てる楽しみもある苔玉とテ
ラリウム。身近な植物や道具を使って、手軽に体験できます。お部屋にグリーン
を取り入れて、癒しの空間を広げましょう。

と き
と こ ろ
募集人数
参 加 費
講 師

令和２年3月７日（土）　10：00～12：00（受付９：45～）　
いわき市労働福祉会館　　中会議室２
30名
会員・家族　900円　一般　1,700円
瀧田　勉　先生（ハーブとスローライフの研究家）

令和のお花見2選

推奨
ツアー
推奨
ツアー

推奨
ツアー
推奨
ツアー

申込締切
２月20日

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。　　
◎申込締切　　２月20日（木）必着　　　　　　　　　　　　　

会
場

●ポレポレシネマズいわき小名浜
●まちポレいわき
●いわきＰＩＴ
●いわきアリオス小劇場

特別前売回数券(５枚綴)

1,600円(1会員につき4枚まで)【通常　2,000円】
募集枚数　100枚

☆2月13日(木）まで随時窓口で販売しております。(締切後の郵送はありません。)
　締め切り前でもチケットが売り切れ次第、終了となりますので、ご了承ください。

●申請資格
●金 額

会員本人
2,000円

※申請締め切り３月20日(金)　
≪大会終了後、速やかに申請下さい≫

　今年も「いわきサンシャインマラソン」の季節がやってきました。
　昨年は雪のため残念ながら、中止となってしましましたが、今年こそは昨年のリベンジで、参
加者の皆様には頑張っていただきたいです。
　親子コース、５キロ、１０キロ、フルマラソンいずれかの種目の完走証（コピー）を添付し、
申請して下さい。完走祝金は、会員の方のみとなりますのでご注意ください。申請書は事務局で
お渡しいたしますので、大会終了後にご連絡下さいますようお願いいたします。
ホームページからもダウンロードいただけますので、ご利用ください。

いわきサンシャインマラソン完走祝金いわきサンシャインマラソン完走祝金

シング・ストリート未来へのうた ロケットマン 1987、ある闘いの真実 新聞記者

手作りいただくのは、
苔玉・テラリウム
各１個となります

チケット

第10回
いわきポレポレ映画祭 特別前売り回数券特別前売り回数券特別前売り回数券特別前売り回数券

４会場
　　計17日間開催
２月14日(金)
  ～3月1日(日)



ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号 5ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号4

　前号でもご案内いたしました、「スパリゾートハワイア
ンズ」の期間限定のお得な入場券のご案内です。
有効期限は令和２年３月末までです。まだ購入いただいて
いない会員は１会員５枚まで購入できますのでご利用くだ
さい。
３月２０日までは窓口で随時販売いたします。

　前号でもご案内いたしました、「スパリゾートハワイア
ンズ」の期間限定のお得な入場券のご案内です。
有効期限は令和２年３月末までです。まだ購入いただいて
いない会員は１会員５枚まで購入できますのでご利用くだ
さい。
３月２０日までは窓口で随時販売いたします。

ハッピーワークいわき特別価格　　５５０円　(大人・小人・幼児共通）
　　　◎募集枚数　　　５００枚　　※1会員につき5枚まで

創業55周年記念特別入場券創業55周年記念特別入場券
チケット

スパリゾートハワイアンズ

利用期間　令和2年１月６日～3月31日利用期間　令和2年１月６日～3月31日

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。

コンサート・イベントチケット情報コンサート・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。

三山ひろし笑顔を届けます！コンサート2020

◎申込締切
2月20日

令和２年6月6日（土）　開場　13：00　開演　13：30　
いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
S席　5,200円（税込）　【通常価格 6,500円】
A席　4,400円（税込）　【通常価格 5,500円】
50枚（会員１名につき２枚まで）　　

と き
と こ ろ
価 格

募集枚数

チケット 心に響く温もりの声　ビタミンボイス

仏の顔も笑うまで仏の顔も笑うまで

◎申込締切
2月20日

令和２年５月16日（土）　①昼の部　開場　12：15　開演　13：00
　　　　　　　　　　　　 ①夜の部　開場　17：15　開演　18：00
けんしん郡山文化センター中ホール
全席指定　7,200円（税込）　　　【通常価格 8,000円】
50枚（会員１名につき２枚まで）
※未就学児入場不可。

と き

と こ ろ
価 格
募集枚数

チケット

タクフェス 春のコメディ祭り！

◎申込締切
2月20日

チケット

ぐっさんのハッピーオンステージ 全国50カ所ツアー 
in 郡山 presented　by 東急リバブル
ぐっさんのハッピーオンステージ 全国50カ所ツアー 
in 郡山 presented　by 東急リバブル
令和２年３月29日（日）　開場　13：30　　　開演　　14：00
けんしん郡山文化センター 中ホール
全席指定　3,500円（税込）　　　【通常価格 4,000円】
20枚
※５歳以上有料・４歳以下膝上観賞無料（席が必要な場合は有料）　

　　

と き
と こ ろ
価 格
募集枚数

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

◆パスポート料金
　大人(18歳以上)
　　6,900円《通常料金：7,500円》
　中人(中学・高校生 12～17歳)
　　5,900円《通常料金：6,500円》
　小人(幼児・小学生   4～11歳)
　　4,300円《通常料金：4,900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「サンクス・フェスティバル」パスポ ート オンライン限定！オンライン限定！

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、右記の条件を入力

◆契約団体番号　◆プランパスワード：
｢ハッピーワークいわき事務局｣へお問い合わせください

オンラインでのパスポートの購入手順

期間　1月6日(月)～　3月19日(木)

作・演出：宅間孝行　出演：宅間孝行・モト冬樹・水夏希　他

申込締切
2月20日(木)

チケット こども商品券トイカードトイカード

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・いわき小名浜・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

　お子様の学用品や子供服、おもちゃの購入などにご利用いただけます。入学
祝いや出産祝いなどの贈り物にも最適です。

　市内観光いちご園の入園料（いちご食べ放題）の助成券を配付
いたします。
　今年は、「田人観光いちご園」のいちごの生育にトラブルが発
生したため、「大野観光いちご園」と「アグリパークいわき
観光いちご園」の２園の利用となります。入園の際に利用料金を
お支払いいただきます。甘い、採れたていちごを存分に味わって
ください。
　窓口で随時、配布いたします。

◆斡旋価格　1冊　4,600円 【500円券×10枚 　5,000円分】
◆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 　 〃　　　　2冊まで
◆有効期限　2024年12月31日　

◆利用価格　1枚　800円 【共通価格】
◆利用期間　～観光いちご園閉園まで
◆募集枚数　1,000枚《会員1名につき4枚まで》
　いちごの生育状況によっては、入園をお断りする場合も
　ありますのでご了承下さい。

こども商品券の申し込み方法
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。
「こども商品券」は2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、送付いたします。

「いちご狩り助成券」の申込方法
ガイドブックの「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。
窓口で随時配布いたします。郵送希望の方は20日締切後、送付いたします。

市内観光いちご園入園料助成市内観光いちご園入園料助成助成券 いちご
食べ放題
いちご
食べ放題 いちご狩りチケットいちご狩りチケット

食べ残しや生育途中のいちごのもぎ取り禁止などマナーを守ってご利用ください。

大野観光いちご園 アグリパークいわき
観光いちご園

四倉町玉山字森内23　TEL 33-3434
午前10時～午後4時（水曜定休）
※制限時間はありません

平下神谷字南内記２５　TEL ６８－７２０３
午前10時～午後4時（月曜定休　祝日は営業）
※制限時間はありません



ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号 5ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号4

　前号でもご案内いたしました、「スパリゾートハワイア
ンズ」の期間限定のお得な入場券のご案内です。
有効期限は令和２年３月末までです。まだ購入いただいて
いない会員は１会員５枚まで購入できますのでご利用くだ
さい。
３月２０日までは窓口で随時販売いたします。

　前号でもご案内いたしました、「スパリゾートハワイア
ンズ」の期間限定のお得な入場券のご案内です。
有効期限は令和２年３月末までです。まだ購入いただいて
いない会員は１会員５枚まで購入できますのでご利用くだ
さい。
３月２０日までは窓口で随時販売いたします。

ハッピーワークいわき特別価格　　５５０円　(大人・小人・幼児共通）
　　　◎募集枚数　　　５００枚　　※1会員につき5枚まで

創業55周年記念特別入場券創業55周年記念特別入場券
チケット

スパリゾートハワイアンズ

利用期間　令和2年１月６日～3月31日利用期間　令和2年１月６日～3月31日

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。

コンサート・イベントチケット情報コンサート・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。

三山ひろし笑顔を届けます！コンサート2020

◎申込締切
2月20日

令和２年6月6日（土）　開場　13：00　開演　13：30　
いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
S席　5,200円（税込）　【通常価格 6,500円】
A席　4,400円（税込）　【通常価格 5,500円】
50枚（会員１名につき２枚まで）　　

と き
と こ ろ
価 格

募集枚数

チケット 心に響く温もりの声　ビタミンボイス

仏の顔も笑うまで仏の顔も笑うまで

◎申込締切
2月20日

令和２年５月16日（土）　①昼の部　開場　12：15　開演　13：00
　　　　　　　　　　　　 ①夜の部　開場　17：15　開演　18：00
けんしん郡山文化センター中ホール
全席指定　7,200円（税込）　　　【通常価格 8,000円】
50枚（会員１名につき２枚まで）
※未就学児入場不可。

と き

と こ ろ
価 格
募集枚数

チケット

タクフェス 春のコメディ祭り！

◎申込締切
2月20日

チケット

ぐっさんのハッピーオンステージ 全国50カ所ツアー 
in 郡山 presented　by 東急リバブル
ぐっさんのハッピーオンステージ 全国50カ所ツアー 
in 郡山 presented　by 東急リバブル
令和２年３月29日（日）　開場　13：30　　　開演　　14：00
けんしん郡山文化センター 中ホール
全席指定　3,500円（税込）　　　【通常価格 4,000円】
20枚
※５歳以上有料・４歳以下膝上観賞無料（席が必要な場合は有料）　

　　

と き
と こ ろ
価 格
募集枚数

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム

◆パスポート料金
　大人(18歳以上)
　　6,900円《通常料金：7,500円》
　中人(中学・高校生 12～17歳)
　　5,900円《通常料金：6,500円》
　小人(幼児・小学生   4～11歳)
　　4,300円《通常料金：4,900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「サンクス・フェスティバル」パスポ ート オンライン限定！オンライン限定！

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、右記の条件を入力

◆契約団体番号　◆プランパスワード：
｢ハッピーワークいわき事務局｣へお問い合わせください

オンラインでのパスポートの購入手順

期間　1月6日(月)～　3月19日(木)

作・演出：宅間孝行　出演：宅間孝行・モト冬樹・水夏希　他

申込締切
2月20日(木)

チケット こども商品券トイカードトイカード

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・いわき小名浜・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

　お子様の学用品や子供服、おもちゃの購入などにご利用いただけます。入学
祝いや出産祝いなどの贈り物にも最適です。

　市内観光いちご園の入園料（いちご食べ放題）の助成券を配付
いたします。
　今年は、「田人観光いちご園」のいちごの生育にトラブルが発
生したため、「大野観光いちご園」と「アグリパークいわき
観光いちご園」の２園の利用となります。入園の際に利用料金を
お支払いいただきます。甘い、採れたていちごを存分に味わって
ください。
　窓口で随時、配布いたします。

◆斡旋価格　1冊　4,600円 【500円券×10枚 　5,000円分】
◆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 　 〃　　　　2冊まで
◆有効期限　2024年12月31日　

◆利用価格　1枚　800円 【共通価格】
◆利用期間　～観光いちご園閉園まで
◆募集枚数　1,000枚《会員1名につき4枚まで》
　いちごの生育状況によっては、入園をお断りする場合も
　ありますのでご了承下さい。

こども商品券の申し込み方法
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。
「こども商品券」は2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、送付いたします。

「いちご狩り助成券」の申込方法
ガイドブックの「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。
窓口で随時配布いたします。郵送希望の方は20日締切後、送付いたします。

市内観光いちご園入園料助成市内観光いちご園入園料助成助成券 いちご
食べ放題
いちご
食べ放題 いちご狩りチケットいちご狩りチケット

食べ残しや生育途中のいちごのもぎ取り禁止などマナーを守ってご利用ください。

大野観光いちご園 アグリパークいわき
観光いちご園

四倉町玉山字森内23　TEL 33-3434
午前10時～午後4時（水曜定休）
※制限時間はありません

平下神谷字南内記２５　TEL ６８－７２０３
午前10時～午後4時（月曜定休　祝日は営業）
※制限時間はありません



　ピーワークいわき 会報 ぽけっと 112　号　ピーワークいわき 会報 ぽけっと 112　号 3

「苔玉＆テラリウムづくり講習会」 の申込方法

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号6

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。
※抽選となった場合は、会員・家族の方から優先となります。

ムーミンバレーパークとメッツァビレッジ

東京お花見  桜の名所めぐり東京お花見  桜の名所めぐり東京お花見  桜の名所めぐり東京お花見  桜の名所めぐり 日中線しだれ桜と五色沼散策の旅日中線しだれ桜と五色沼散策の旅日中線しだれ桜と五色沼散策の旅日中線しだれ桜と五色沼散策の旅

　昨年3月に埼玉にオープンした話題の「ムーミンバレーパーク」。お子様はもちろんムーミン世代
の大人たちも「ムーミン谷」や「おさびし山」など、思わずタイムスリップしてしまうテーマパーク
です。北欧のゆったりとした自然を再現した「メッツァビレッジ」でものんびりしたひと時をお過ご
しください。

　東京の桜の名所、「皇居　千鳥ヶ淵」浅草から日の出桟橋まで
の「お花見クルーズ」のツアーです。昼食は話題の「すしざんま
い」のランチをご用意しました。

　　会津・喜多方の桜の名所「日中線しだれ
桜」。約3㎞に1000本の桜が咲き誇ります。見
事なしだれ桜をお楽しみください。

◆と き
◆参 加 費
◆募集人数

◆と き
◆参 加 費
◆募集人数

行程 いわき市役所(6:05 )＝小名浜支所(6:30)＝勿来支所(6:55)＝勿来IC<常磐・圏央道>・狭間山日高IC
＝＝ムーミンバレーパーク(ムーミンの世界を体験できる4つのエリア)•••メッツァビレッジ(湖畔の森で北欧風リ
ゾート体験)(10:50ー14:20頃)※入場チケット付きとなりますが、有料アトラクションは各自負担＝＝狭間山日
高IC<圏央道・常磐>＝＝勿来IC＝勿来支所(18:15)＝小名浜支所(18:40)いわき市役所(19:05頃)

行程 いわき市役所(7:30)＝＝常磐道・首都高＝＝浅草　昼食
(11:30ー12:20)•••••浅草散策(浅草寺、仲見世、雷門)
(12:30ー13:30)＝＝隅田川十二橋めぐり(13:50ー
14:25)＝＝浜離宮庭園(14:30ー15:00)＝靖国神社・千
鳥ヶ淵　散策(15:20ー16:30)＝＝首都高・常磐道＝＝い
わき市役所(19:30)

◆と き
◆参 加 費
◆募集人数

行程 いわき市役所(7:00)＝＝磐越道＝＝磐梯山噴火記念館　
見学(9:30ー10:15)＝＝五色沼　散策(10:30ー11:15)＝
＝喜多方　自由食・散策(12:00ー14:00)＝＝日中線記
念自転車歩行者道(14:20ー15:20)＝＝日中線記念館
(15:30ー16:00)＝＝磐越道＝＝いわき市役所(18:30)

労働問題、交通事故、土地の問題、借金、遺産相続など労働問題、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。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。

3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。

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

令和２年５月３日（日） ６：05 いわき市役所出発
会員・家族（大人・小人同額）　4,300円　　　一般  7,700円
40名（最少催行人数 30名）　　☆入園料込み　☆食事は自由食となります。

令和２年4月4日（土） ６：00いわき市役所出発
会員・家族　8,000円　　一般　11,300円  　　
40名（最少催行人数 35名）

令和２年4月26日（日） 7：30いわき市役所出発
会員・家族　3,200円　　一般　6,600円  　　
40名（最少催行人数 35名）

カルチャー

・エプロン
・お持ち帰り用ビニール袋

・ビニール手袋準
備
品

苔玉＆テラリウムづくり講習会
　"暮らしにゆとりと潤いを”　鑑賞するだけでなく育てる楽しみもある苔玉とテ
ラリウム。身近な植物や道具を使って、手軽に体験できます。お部屋にグリーン
を取り入れて、癒しの空間を広げましょう。

と き
と こ ろ
募集人数
参 加 費
講 師

令和２年3月７日（土）　10：00～12：00（受付９：45～）　
いわき市労働福祉会館　　中会議室２
30名
会員・家族　900円　一般　1,700円
瀧田　勉　先生（ハーブとスローライフの研究家）

令和のお花見2選

推奨
ツアー
推奨
ツアー

推奨
ツアー
推奨
ツアー

申込締切
２月20日

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。　　
◎申込締切　　２月20日（木）必着　　　　　　　　　　　　　

会
場

●ポレポレシネマズいわき小名浜
●まちポレいわき
●いわきＰＩＴ
●いわきアリオス小劇場

特別前売回数券(５枚綴)

1,600円(1会員につき4枚まで)【通常　2,000円】
募集枚数　100枚

☆2月13日(木）まで随時窓口で販売しております。(締切後の郵送はありません。)
　締め切り前でもチケットが売り切れ次第、終了となりますので、ご了承ください。

●申請資格
●金 額

会員本人
2,000円

※申請締め切り３月20日(金)　
≪大会終了後、速やかに申請下さい≫

　今年も「いわきサンシャインマラソン」の季節がやってきました。
　昨年は雪のため残念ながら、中止となってしましましたが、今年こそは昨年のリベンジで、参
加者の皆様には頑張っていただきたいです。
　親子コース、５キロ、１０キロ、フルマラソンいずれかの種目の完走証（コピー）を添付し、
申請して下さい。完走祝金は、会員の方のみとなりますのでご注意ください。申請書は事務局で
お渡しいたしますので、大会終了後にご連絡下さいますようお願いいたします。
ホームページからもダウンロードいただけますので、ご利用ください。

いわきサンシャインマラソン完走祝金いわきサンシャインマラソン完走祝金

シング・ストリート未来へのうた ロケットマン 1987、ある闘いの真実 新聞記者

手作りいただくのは、
苔玉・テラリウム
各１個となります

チケット

第10回
いわきポレポレ映画祭 特別前売り回数券特別前売り回数券特別前売り回数券特別前売り回数券

４会場
　　計17日間開催
２月14日(金)
  ～3月1日(日)



ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号 7ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号2

事務局インフォメーション事務局インフォメーション事務局インフォメーション事務局インフォメーション

　令和元年度のチケット・助成券の申込みは、郵送、窓口ともに３月２０日で締切、終了となります。
　３月２１日以降のお申込みは令和２年度分となり、原則４月１日以降のお渡しになります。
　窓口での随時販売もありませんので、ご注意ください。

今年度のチケット・助成券の申込みは３月 20日で終了となります。３月 20日３月 20日

　今年度の「インフルエンザ予防接種助成』「フィットネスクラブ会費助成」の申請期限は２月末となっております。
まだ申請がお済みでない事業所・会員の方は速やかに手続きをお願いいたします。

「インフルエンザ予防接種助成」「フィットネスクラブ会費助成」の申請期限について

　今春、小・中・高校に入学のお子様の入学祝金の申請をお願いいたします。給付金のお支払いは４月の入学式以降となります。
　小・中学校の入学は事前に送付される入学通知書（ハガキ）のコピーを添付していただきますので、入学式の提出前にコピーを
お願いいたします。申請はガイドブック掲載の「給付金支払請求書」に記入・押印し添付書類を添えて郵送か持参ください。
（FAX不可）
　添付書類
　　　小・中学校入学・・・「入学通知書（ハガキ）」または「在学証明書」「保険証」のコピー
　　　高 校 入 学・・・「合格通知書」または「生徒手帳」のコピー　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事由発生時（４月現在）会員でないと給付は受けられません。

「入学祝金」の請求について

「会員の入会退会」について「会員の入会退会」について
　春は、退職や転勤など異動の時期です。退職、転勤等でハッピーワークいわきを退会される会員は速やかに手
続きをお願いいたします。３月末退会の場合は３月２０日までに手続きあるいはご連絡をお願いいたします。２
１日以降は翌月分の会費が発生してしまいますので、ご注意ください。
　また入会の場合は毎月２０日までのお申し込みで、翌月１日からの資格発生となります。それ以前の共済・助
成等は該当いたしませんので、今春入学のお子様がいる方は、３月２０日までの手続きをお願いいたします。

　昨年１２月７日に開催されました「第１６回会員と家族の交歓会INハワイアンズ」での
アトラクションの「抽選会」において、次の事業所及び施設からご協賛をいただきまし
た。御協力ありがとうございました。

　昨年１２月７日に開催されました「第１６回会員と家族の交歓会INハワイアンズ」での
アトラクションの「抽選会」において、次の事業所及び施設からご協賛をいただきまし
た。御協力ありがとうございました。

「第１６回会員と家族の交歓会」の抽選会賞品の協賛御礼「第１６回会員と家族の交歓会」の抽選会賞品の協賛御礼

福島県民共済会、こくみん共済ＣＯＯＰ全労済いわき支所、東北労働金庫平支店、いわき市公園緑地観光公社、
いわき観光まちづくりビューロー、いわきワシントンホテル椿山荘、いわき健康センター、太平洋健康センター、
丸大食品、大日商事、白石薬品、ポレポレいわき、常磐交通観光、タビックスジャパンいわき支店、お菓子工房ルポ、
星野製パン、スパリゾートハワイアンズ（敬称略）

☆「指定宿泊施設利用助成」の契約宿泊施設 “リゾートインぼなり” は経営母体が変わりましたので、名称が “ボナリの森”
　に変更になりました。割引助成券はこれまで通り利用できます。
☆今年度の「東武動物公園ハッピーフリーパス」は、終了いたしました。また来年度のお申し込みをお待ちしております。
☆タビックスジャパンいわき支店の「旅行会社企画ツアー助成」は、いわき支店での個人ツアーの取り扱いができなくなっ
　たため、終了となります。ご了承ください。

本ページ（コピー可）に必要事項とアンケートを記入いただき、持参、ファックスまたは郵送で事務局までお送り下さい。
1会員につき 1枚の応募となります。事業所・勤務先の記入がないものは無効となりますのでご注意下さい。　

　前号でもご案内いたしました事業所の「忘年会」「新年会」の親睦助成の申請は２月末までと
なります。
　ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧になり申請をお願いいたします。1事業所、忘年
会あるいは新年会どちらか1回限りです。

　前号でもご案内いたしました事業所の「忘年会」「新年会」の親睦助成の申請は２月末までと
なります。
　ガイドブックの「事業所親睦行事助成」をご覧になり申請をお願いいたします。1事業所、忘年
会あるいは新年会どちらか1回限りです。

申込締切　　令和２年２月2９日（期日厳守）　　
※ガイドブックをご覧ください。　

事業所親睦助成事業　忘年会・新年会親睦助成事業所親睦助成事業　忘年会・新年会親睦助成

イベント

2019年度 令和のお楽しみ大抽選会令和のお楽しみ大抽選会令和のお楽しみ大抽選会令和のお楽しみ大抽選会
　令和の新しい時代もスタートし、昨年は台風の浸水被害もあったりと大変な年となりましたが、今年はオリンピックイヤー、皆様
には幸多き年となりますように心よりお祈り申し上げます。
　２０１９年度も終盤、今年も会員の皆様の意見をいただきながら、抽選で素敵なプレゼントが当たる恒例の「お楽しみ大抽選会」
の募集です。
　下記のアンケートにご回答いただき、必要事項を記入してファックス・郵送でご応募ください。当選者の方には、３月下旬に登録
事業所へ賞品及び賞品目録（引換券）をお送りいたします。A賞・B賞の当選は賞品を郵送いたしますが、C賞とD賞はハッピーワー
クいわき事務局でのお渡しとなりますので、目録（引換券）をお送りいたします。
　回答いただきましたアンケート結果は、今後の事業運営の参考とさせていただきます。

　令和の新しい時代もスタートし、昨年は台風の浸水被害もあったりと大変な年となりましたが、今年はオリンピックイヤー、皆様
には幸多き年となりますように心よりお祈り申し上げます。
　２０１９年度も終盤、今年も会員の皆様の意見をいただきながら、抽選で素敵なプレゼントが当たる恒例の「お楽しみ大抽選会」
の募集です。
　下記のアンケートにご回答いただき、必要事項を記入してファックス・郵送でご応募ください。当選者の方には、３月下旬に登録
事業所へ賞品及び賞品目録（引換券）をお送りいたします。A賞・B賞の当選は賞品を郵送いたしますが、C賞とD賞はハッピーワー
クいわき事務局でのお渡しとなりますので、目録（引換券）をお送りいたします。
　回答いただきましたアンケート結果は、今後の事業運営の参考とさせていただきます。
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●送り先

●応募締切
●当選発表

〒970-8026　　いわき市平字堂ノ前２２　いわき市労働福祉会館１F　
　　　　　　　　ハッピーワークいわき「令和のお楽しみ大抽選会」
２月２８日
当選者は事業所（個人会員は登録住所）への発送をもって発表に代えさせていただきます。

FAX：0246-35-6845FAX：0246-35-6845

A賞

図書カード
3,000円　25名
図書カード

3,000円　25名
ジェフグルメカード
3,000円　25名
ジェフグルメカード
3,000円　25名

B賞

ホットサンドメーカー
25名

ホットサンドメーカー
25名

C賞

自動床拭きロボット
25名

自動床拭きロボット
25名

D賞

希望賞品



No.
112

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

(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

令和2年2月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
い

会員数／6,307名　事業所数／770事業所（個人会員は除く）〈令和2年１月１日現在〉
加入状況

〒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

携帯はこちらから
アクセス！

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号 1ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと 112号8

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。　

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
ください。
謝礼を差し上げます。

お知り合いの事業所をご紹介
ください。
謝礼を差し上げます。

※個人登録での入会はできません。

会員紹介
キャンペーン
会員紹介
キャンペーン

●ランチ　1,000～
●パーティー　5,000～
●ディナーアラカルト

労働福祉会館１階に新たに「ビストロあん庵」がオープンいたしました。
　「ビストロ」とはフランス語で「居酒屋」、「定食屋」を意味し『気軽に
フランス料理を』と『地産地消』という思いから本場フランス仕込みのシェ
フが、旬の食材で季節のお料理を提供します。ランチはもちろん飲み会・
家族やカップルでのディナーなど様々なシーンでご利用ください。
　サービスセンターでは、オープンを記念して助成券を配付いたします。
３月末までの期間限定の割引助成券です。

労働福祉会館１階に新たに「ビストロあん庵」がオープンいたしました。
　「ビストロ」とはフランス語で「居酒屋」、「定食屋」を意味し『気軽に
フランス料理を』と『地産地消』という思いから本場フランス仕込みのシェ
フが、旬の食材で季節のお料理を提供します。ランチはもちろん飲み会・
家族やカップルでのディナーなど様々なシーンでご利用ください。
　サービスセンターでは、オープンを記念して助成券を配付いたします。
３月末までの期間限定の割引助成券です。

ビストロあん庵ビストロあん庵

ハッピーワークいわき会員　

『ビストロあん庵』オープン記念割引助成券のご案内『ビストロあん庵』オープン記念割引助成券のご案内

オープンを記念してお食事の時に利用できる割引助成券を配付します。
「チケット・助成券申込書」でお申込みください。

有効期限　　令和２年３月３１日

ランチ・ディナー・パーティ－利用の時１枚につき  300円引き
（１回１人１枚の利用）１会員 4枚まで

 300円引き 300円引き

いわき市
労働福祉

会館１階
に“ビスト

ロ”OPE
N

いわき市
労働福祉

会館１階
に“ビスト

ロ”OPE
N

ヘルス

健康講習会

と き　　３月28日 （土） ①  9：30　開始(受付　9：15～)
　　　　　　　　　　　　　　②10：30　開始(受付　10：15～)　
と こ ろ　　いわき健康センター
　　　　　　(いわき市小浜町中ノ作45－1　℡68－6182)　　　
参 加 費　　会員・家族 　　1,500円　　　　一般　　3,000円
募集人数　　①②各20名　　 
講 師　　フィットネス＆スパ温楽　インストラクター

◆昼食・ジム利用・温泉施設利用付き。終了後、引き続きジム、温泉の利用もできます。◆昼食・ジム利用・温泉施設利用付き。終了後、引き続きジム、温泉の利用もできます。

共済給付金の支給状況　令和元年11月1日～令和元年12月31日
おめでとうございます

5件
12件
18件
14件
8件
47件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝 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）

1件
2件
47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）

90件
78件
5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。

お見舞い申し上げます
傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

台風19号による
床上浸水

10件

110件

話題のトータルウェルネス“温楽”
フィットネス・ストレッチ教室
話題のトータルウェルネス“温楽”
フィットネス・ストレッチ教室

　｢いつまでも心も身体も健やかにいたい」と願う皆様へ、フィットネス・ストレッチ教室の募集です。
　運動・お風呂・食事のトータルで健康を考える講習会です。東北初のVRフィットネスのエアロバイク
も体験いただけます。
　会場の都合上、開始時間を２回に分けますので、希望がある場合は開始時間を記入ください。
　健康と栄養を考えた栄養士監修の温楽食の昼食とジムと温泉の利用付です。ぜひこの機会に最新の施
設も体感ください。

　｢いつまでも心も身体も健やかにいたい」と願う皆様へ、フィットネス・ストレッチ教室の募集です。
　運動・お風呂・食事のトータルで健康を考える講習会です。東北初のVRフィットネスのエアロバイク
も体験いただけます。
　会場の都合上、開始時間を２回に分けますので、希望がある場合は開始時間を記入ください。
　健康と栄養を考えた栄養士監修の温楽食の昼食とジムと温泉の利用付です。ぜひこの機会に最新の施
設も体感ください。

…持参するもの…
●シューズ　●運動できる服装

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。

「健康講習会」の申込方法

※入浴セット（館内着・タオル一式はお貸しします）

申込締切
２月20日(木)


