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第19回 ハッピーワークいわき杯 ゴルフ大会
　「ハッピーワークいわき杯　ゴルフ大会」の募集です。開催は今年
も日曜日、月曜日いずれか希望の曜日にお申し込みください。
　２日間の参加者全員での順位を競いますので、順位発表、賞品の進
呈は後日、ご連絡いたします。参加は、どちらか１日となりますの
で、必ず希望の曜日をご記入ください。皆様のご参加、お待ちしてお
ります。

◆と　　き　①６月７日㈰　９時07分～スタート
②６月８日㈪　９時07分～スタート

◆と こ ろ　小名浜カントリー倶楽部
（いわき市小名浜上神白字東大沢1-44　TEL 52-1411）

◆参 加 費　①休日料金（６/７）　　　 ②平日料金（６/８）
会員・家族　　7,000円　　会員・家族　　3,000円
一　　　般　 12,000円　　一　　　般　　6,000円
※「小名浜カントリー倶楽部」のメンバーの方は、更に割引の料金
　となりますので、ご連絡下さい。

◆募集人数　①80名（20組）　　②80名（20組）
◎申込締切　4月20日㈪
≪申込者多数の場合は抽選となり､落選者へは通知いたしません≫

「ゴルフ大会」の申込方法
◎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。

入賞者への賞品を
多数ご用意して、
ご参加をお待ちし
ております。
後日集計後、個人
宅へお送りいたし
ます。

※当選後のキャンセルは、準備の都合上キャンセル料が発生する場合もありますので、
　ご注意ください。

プレー費､
昼食代､
賞品代を
含みます。

競技方法
……………………
◉個人戦
　18ストロークプレー
　新ペリア方式

◉アトラクションホール
　あり

No.
113

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4月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
い

会員数／6,292名　事業所数／768事業所（個人会員は除く）〈令和２年３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！
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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。



「各種ツアー」の申込方法
◎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。
※抽選となった場合は、前回の当選者は優先となります。

「苔玉＆テラリウムづくり講習会」 の申込方法

カルチャー

▶準備品
・エプロン　・ビニール手袋
・お持ち帰り用袋

推奨
ツアー

推奨
ツアー

行
程

いわき市役所（7：45）＝三和IC<常磐道>会津若松IC＝鶴ヶ城公園（散策と鶴ヶ城館にて「赤べこの絵付け」体験）＝御宿
東鳳（馬すじ煮込みや会津地鶏ラーメン、手作りスイーツ「磐梯山」など約50種類のバイキング）（12：00－13：20）＝西
若松駅（13：40/14：06出発）＝トロッコ列車＝湯野上温泉駅＝（14：55着/15：05）＝大内宿（自由散策）（15：25－16：
15）＝道の駅あいづ（お買い物）（17：05－17：30）＝磐梯河東IC<常磐道>三和IC＝いわき市役所（19：30頃）

行
程

いわき市役所（7：00）＝三和IC<常磐道・東北道>＝長井あやめ園（10：00－10：45）＝高畠ワイナリー（11：15－11：45）
＝米沢（昼食）（12：00－13：00）＝上山/さくらんぼ狩り（13：45－14：30）＝蔵王お釜（15：30－16：10）＝国見IC<東北
道・常磐道>三和IC＝いわき市役所（20：00）

申込締切
4月20日

申込締切
4月20日

申込締切
4月20日

苔玉＆テラリウムづくり講習会
　前号で募集し、３月７日に開催予定だった「苔玉＆テラリウムづくり講習会」
が新型コロナウィルス感染症防止の為、中止となりました。
　今回、開催日を延期して、新たに募集いたします。前回お申し込みいただいて
いた会員は、優先的に参加いただけますが、再度申込みをお願いいたします。
　“暮らしにゆとりと潤いを”夏に向かって涼し気な空間を演出してくれる「苔
玉＆テラリウム」。初夏のグリーンライフをお楽しみください。　

◆と　　き　７月18日㈯
①10：00～12：00（受付9：45～）

◆と こ ろ　いわき市労働福祉会館　大会議室２
◆募集人数　50名
◆参 加 費　会員・家族　　900円

一　　　般　1,700円
◆講　　師　瀧田　勉 先生

（ハーブとスローライフの研究家）

◆と　　き　７月４日㈯　7時45分いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額）5,500円

一　　　般　　　　　　　　 9,800円
◆募集人数　40名（最少催行人数30名）

◆と　　き　６月28日㈰　7時00分いわき市役所出発
◆参 加 費　会員・家族（大人・小人同額）7,000円

一　　　般　　　　　　　　12,000円
◆募集人数　40名（最少催行人数35名）

手作りいただくのは、
苔玉・テラリウム各１個となります。

会津トロッコ列車と赤べこ・大内宿の旅
　芦ノ牧温泉の猫駅長でお馴染みの“会津鉄道トロッコ列車”。会津の豊かな自然・
渓谷の中、心地よい風を受けて走るお座トロ列車を体感ください。昼食は、人気の
「御宿東鳳」のランチ・赤べこの絵付けは小さいお子様でもできますので、ご家族で
のご参加もお待ちしております。

山形さくらんぼ狩りツアー
　さくらんぼ王国・山形へのさくらんぼ狩りツアーです。あやめ園や蔵王の見学、高
畠ワイナリーでのワイン試飲など盛りだくさんのツアーです。

いわき支店　〒971-8111
福島県いわき市小名浜大原字六反田190-4 大原借事務所１階
TEL 0246-73-0110 FAX 0246-73-0122

官公庁長官登録旅行業第2056号
株式会社 タビックス ジャパン
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チケット

チケット

グルメギフトカード斡旋販売
　限定の店舗での利用可能なプリペイドカードです。「ケンタッキーフライドチキン」「𠮷野家」「すかいらーく各
店」の３種類のカードをお得な価格で斡旋販売いたします。各カードには半年～２年の期限がありますので、ご注
意ください。

　すかいらーく各店（ガスト、バーミヤン、ジョナサン、しゃぶ葉他
全国3,200店）すかいらーくグループの店舗でご利用いただける使い
切りのカードです。利用は500円単位でおつりは出ません。

　2,600円（半年間有効）

「ジェフグルメカード」の申込方法

「グルメギフトカード」の申込方法

ジェフグルメカード
全国共通お食事券

斡旋価格　１冊　4,700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。
4/20㈪迄は、窓口で随時販売いたします。

※有効期限はありません。

いわき市内で使用できる店舗
●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
・ステーキ宮 ・カルビ大将
・デンバープレミアム
　イオンタウンいわき小名浜
●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　・焼鳥の扇屋
・和民　・浜焼太郎
・炭火焼だいにんぐ「わたみん家」

●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）
●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
●和食・寿司・麺類
・むぎの里　・元気寿司
・リンガーハット
・濃厚つけ麺まるや
●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

※4月20日までは随時販売
申込締切：4月20日㈪

◎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、事務局から連絡いたします。
※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。

◎申込締切　５月８日㈮

すかいらーくご優待券　3,000円（1,000円×3枚）

◎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。

1会員
2枚まで

　全国の𠮷野家の店頭でご利用いただけます。
　通常に現金チャージをしてもお使いいただける
プリペイドカードです。

　2,600円（２年間有効）

𠮷野家カード　3,000円券

1会員
2枚まで

　全国のケンタッキーフライドチキンの店頭でご利用いただけ
ます。通常に現金チャージをしてもお使いいただけるプリペイ
ドカードです。

　2,600円（２年間有効）

ＫＦＣカード　3,000円券

1会員
2枚まで
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助成券

◆利用期限：2020年9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前
期

　2020年前期の「はっぴーわーくーポン」のご案内です。１年を通して大人気‼食事、温
泉、ボウリング、リラクゼーション施設などが、お得な価格で利用できる助成券です。会員
とその家族の方が気軽に利用できる10枚綴りのチケットです。
●使い方は、切り離しチケット１枚１枚に必ず必要事項を明記し、注文時及び受付時に助成
券利用の旨を確認してください。

●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

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

牛太桜

彩鳳

中国料理　鳳翔

いわき健康センター内　ごはん処菜の花

ビストロあん庵

マンママリィ郷ヶ丘店

マンママリィ(イオンモール小名浜店)

まる兵衛郷ヶ丘店

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

ホテル花天

かんぽの宿いわき

さはこの湯　公衆浴場

スポルト平

いわきゴールドレーン

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

ランチ全品いずれか助成額200円

ランチハーフバイキングメニュー　300円引き

二色丼　　　　　　　　　　　　　400円引き

メインメニュー(お食事メニュー)　300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　助成額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

ステーキメニュー・ガーリックハンバーグ

注文時1メニュー

1名につき1枚　300円引き

セットメニュー250円引き

ランチメニュー（平日）ランチバイキング（日曜）300円引

通常価格850円⇒450円

通常価格300円⇒70円

助成額1ゲーム200円

1回1名につき1枚　助成額300円

11:30～14:30

11:30～14:30 火曜休

11:00～15:00

11:00～22:00

各店舗

営業時間内

営業時間内

営業時間内

営業時間内

11:00～14:00

10:00～15:00

10:00～22:00  受付21:00

営業時間内

営業時間内

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

平字白銀町6－9

小浜町中ノ作45－1

平字堂ノ前22

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1－16－12

小名浜下神白字大作9

平藤間字芝崎60

常磐湯本町三函176－1

平字正月町61－3

小名浜船引場43－13

勿来町窪田町通1－40－4

泉町滝尻南坪30

小浜町中ノ作45－1

35-3375

35-5010

73-2166

68-6129

23-3125

24-0785

25-4404

21-0774

38-3204

34-2930

23-0251

63-4126

88-1163

46-2128

38-8177

38-7810

26-2360

88-7470

96-5252

58-5969

37-8766

37-5177

35-6255

23-1620

73-0567

39-2670

43-0385

22-1614

54-5556

65-0588

56-5550

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
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「東武動物公園ハッピーフリーパス」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。

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。

チケット

●
い
わ
き

　海
星
高

●
マリン
タワー

●
野外音楽堂

●小名浜造船

太平洋

◀小名浜港

　今年度の「東武動物公園ハッピーフリーパス」のご案内です。年間を通じて随時販売しております。
動物園も遊園地も夏はプールにも入れるとってもお得なフリーパスチケットです。来年の３月31日ま
で、利用いただけますので、ファミリー、カップル・お友達等お楽しみください。

◆ハッピーフリーパス特別価格　1,500円
　一般料金：大　人 5,100円
　　　　　　中　人（中・高生） 4,800円
　　　　　　小人（３歳以上）・シニア（60歳以上）　 3,700円

◆有効期限　2021年３月31日

東武動物公園ハッピーフリーパス

　太陽と海と緑に囲まれた小名浜三崎公園内にあるリゾートホテル「ホテル花天」。
平日のランチと日曜日のランチバイキングで「はっぴーわーくーポン」が利用できるように
なりました。ご家族やお仲間でシェフこだわりの料理をご堪能ください。

ホテル　花天

　今年１月にハッピーワークいわきの事務所となりに、”気軽にフランス料理を”と、『ビス
トロあん庵』がオープンしました。地元の食材を使い、季節に合った旬のお料理を提供しま
す。ご家族やお友達とのランチや事業所・お仲間との宴会などにご利用ください。　

ビストロあん庵　いわき市労働福祉会館１Fにオープン

いわき市小名浜下神白字大作９
TEL 0246－73－0567
http//www.hotei-katen.com

いわき市平字堂ノ前２２
いわき市労働福祉会館１F　
TEL 0246－88－1163
毎週月曜日・第2・第4日曜日休み

■お食事メニュー・宴会　助成額 200円

■平日のランチメニュー
　日曜日のランチバイキング 300円引き

▶通常メニュー
（11:00～14:00）
●平日ランチ　800円～
▶日曜日ランチバイキング
（受付は13:00まで）
●大　人……1,700円
●子ども……1,000円
●幼　児……　500円

ランチ

バイキ
ング

（ドリン
クバー付

き）

60分

はっぴーわーくーポン新規利用可能店舗
新しく使えるようになりました
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「美術館チケット」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。

郵送希望の方は20日締切後、送付いたします。

チケット

チケット

チケット

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　

クロード・モネ 《ひなげしの咲く麦畑》 1890年頃

美術館・企画展助成
いわき市立美術館

ストラスブール美術館展
―印象派からモダンアートへの眺望―

　フランスアルザス地方のストラスブール近現代美術館では、
印象派から現代美術まで18,000点に及ぶ西洋美術のコレク
ションを所蔵しており、これら収蔵品の中からモネやシスレー、
ピカソ他ゆかりの作家たちの厳選された銘品を一堂に紹介いた
します。

4月11日㈯～5月24日㈰開催期間

◆価 格　600円 【通常価格　1,200円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込締切
1回目/4月 8 日
2回目/4月20日

福島市森合字西養山１　 TEL 024‒531‒5511
開館時間９：30～17：00

エミール・ガレ 《洋蘭文花器》 1900年頃

福島県立美術館

ブダペスト国立工芸美術館名品展
ジャポニズムからアール・ヌーヴォーへ

　西洋にとって日本や中国の美術工芸品は憧憬の的であり、とりわけ日本の美術・工芸品
は「ジャポニスム」として、西洋の工芸品や、デザインにも影響を与えるようになります。
　本展覧会は日本美術の「ジャポニスム」と西洋の「アール・ヌーヴォー」をテーマにその
歴史を辿り、ブダペスト国立工芸美術館所蔵品を主体として名品約100点をご紹介いたし
ます。

3月24日㈫～5月10日㈰開催期間

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

窓口で随時販売
いたします。

とうほう・みんなの文化センター
福島市春日町5‒54　Tel.024‒534‒9191
開館時間10：00～17：00　

《新パン線》@Tatsuya Tanaka

とうほう・みんなの文化センター

MINIATURE LIFE 展
田中達也　見立ての世界

 2017年のNHKの朝ドラ「ひよっこ」のタイトル映像にも起用
されたミニチュア作家田中達也さんのユーモアあふれるジオラ
マの世界をお楽しみください。

3月27日㈮～5月10日㈰開催期間

◆価 格　600円 【通常価格　1,200円】 
◆募集枚数　50枚 （１会員４枚まで）

窓口で随時販売
いたします。

ミ ニ チ ュ ア　　　　　　　　　　ラ イ フ
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「コンサートチケット」の申し込み方法
◎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。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。

チケット チケット チケット

申込締切
4月20日

申込締切
4月20日

申込締切
4月20日

三山ひろし
笑顔を届けます！
　コンサート2020

◆と　　き　６月６日㈯
開場13：00　開演13：30

◆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　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】

◆募集枚数　50枚
（会員１名につき２枚まで）

　心に響く温もりの声
　　　　　　　ビタミンボイス

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

◆と　　き　６月20日㈯
開場13：30　開演14：00

◆と こ ろ　けんしん郡山文化センター
中ホール

◆価　　格　全席指定　3,500円（税込）
【通常価格 4,000円】

◆募集枚数　20枚
（会員１名につき２枚まで）

※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）

仏の顔も笑うまで

◆と　　き　５月16日㈯
①昼の部
　開場12：15　開演13：00
②夜の部
　開場17：15　開演18：00

◆と こ ろ　けんしん郡山文化センター
中ホール

◆価　　格　全席指定　7,200円（税込）
【通常価格 8,000円】

◆募集枚数　50枚
（会員１名につき２枚まで）

※未就学児入場不可

タクフェス春のコメディ祭り！

作・演出：宅間孝行
出演：宅間孝行

モト冬樹
水夏希　他

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

前号で募集しました公演で、延期等がありましたので再度、ご案内いたします。

～いわきコンピュータ・カレッジの講座のご案内～
　令和２年度パソコン講座の内容が決まりましたので、同封の予定表をご覧になりお申込み下さい。
ハッピーワークいわき会員は助成価格で受講できます。

助成券の
申込方法

受講したい講座が決まりましたら、いわ
きコンピュータカレッジに受講の申込み
をし、その時に、ハッピーワークいわき
の助成券を利用することを伝える。

ハッピーワークいわき事務局へ助成
券の申込みをして、助成券を受け取
る。

受講代金支払い時に、助成券を提出
して割引価格を支払う。
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事務局インフォメーション事務局インフォメーション

共済給付金の支給状況　令和２年１月１日～令和２年２月29日
おめでとうございます お悔やみ申し上げますありがとうございます お見舞い申し上げます

7件
24件
15件
7件
6件
16件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝
還暦祝

死亡弔慰金（会員）
死亡弔慰金（配偶者）
死亡弔慰金（親）

5件
2件
36件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

24件
9件
1件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

台風19号による床上浸水

9件

54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。

定期募集の斡旋チケットの料金の一部改正について
新年度から斡旋チケットの一部料金が変更となります。
・映画鑑賞券　　　　　　　　1,050円　　・ハワイアンズ入場券（大人）　　　　1,300円　　　　
・ゆったり館　　　　　　　　 600円　　・アクアマリン入場券（大人）　　　　1,550円
・いわき健康センター　　　　1,100円　　・東武動物公園ハッピーフリーパス　　1,500円
・新舞子ハイツヘルスプール　　300円
　※詳細は、同封いたしました『2020年度事業案内』をご覧ください。

「新型コロナウィルス感染症予防」による休館のチケットの有効期限延長の優遇措置について
　「新型コロナウィルス感染症」の拡大予防の為、休園や営業変更となりましたチケットの有効期限が延長となります。お手
持ちのチケットでご利用できなかった分については、次のとおり優遇措置となりますので、ご確認ください。尚、チケットは
修正なく利用できますので、ご自身で書き換えすることはしないでください。

●ハワイアンズ入場券【有効期限　３月31日】………４月20日まで利用可能　　
《利用できなかったチケットは、ハッピーワーク窓口で返金いたします。返金可能期限　４月30日まで》　
●映画鑑賞券　【有効期限　３月31日】………５月15日まで

【有効期限　４月30日】………５月29日まで
●東京ディズニーリゾートパスポート…………休園期間中のパスポートを購入済みの場合、手数料なしで

「１dayパスポート」と交換可能。　
　※今後も休園や短縮営業など、各施設によって実施される場合もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。　　

「入学祝金」の請求について
　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。
　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。
※入学から３年間は請求の権利がありますが、速やかに申請いただけますようお願いいたします。

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

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。

会員紹介
キャンペーン

新しく仲間に
なりました。

新規入会事業所新規入会事業所
●㈲鈴健モーター　
●クリナップキャリアサービス㈱介護南部センター
●㈱パインランド
●ECCジュニア堀ノ内教室
●ECCジュニア泉玉露教室
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