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加入状況

会員数／6,304名

携帯はこちらから
アクセス！

事業所数／762事業所（個人会員は除く）〈令和２年５月１日現在〉

(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

ご家族でご覧
ください

No.

〒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 0246-35-6844
FAX 0246-35-6845
URL http://www.happywork-iwaki.com
令和2年6月発行

今回の会報「ぽけっと114号」は、新型コロナウイルス感染予防の影響で、事業の計画が困難な
ためページ数を縮小しております。終息し落ち着きましたら、また皆様に喜んでいただける事業を
企画し、パワーアップいたしました会報をお届けいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止による
イベント、チケット販売休止のお詫びと今後の対応について
新型コロナウイルス感染症拡大防止による自粛要請でやむなく営業を自粛されている事業所や施設・飲食店の皆様にはお見舞い申
し上げます。またこの状況の下、懸命にお仕事に従事いただいている医療関係者の皆様、配送業者の皆様に心より感謝いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３月から５月までのイベントやツアー・コンサートなどが中止や延期となりました。
楽しみにしていた会員と家族の皆様には、大変申し訳ございませんでした。
４月に全国に発令された緊急事態宣言も解除となり、学校や飲食店なども再開いたしましたが、まだまだ予断が許さない状況と
なっております。施設やお店も徐々に営業をはじめていますが、まだ時間短縮や一部制限を設けるなど以前の生活には戻っていない
のが、現状です。
今後も「密」を避け、人との距離をとるような「新しい生活様式」が呼びかけられ、当センターの事業にも様々な制約が出てまい
りますが、出来る限り会員の皆様のニーズに応えられますよう努力してまいりますのでご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休業および延期となったチケットの対応措置
ポレポレシネマズいわき小名浜
まちポレいわき

5月29日より営業

３月末・４月末・５月末の有効期限は８月末まで延長

いわき健康センター

5月18日より営業

有効期限３ケ月延長

太平洋健康センター蟹洗温泉

5月22日より営業

４月末・５月末の有効期限は６月末まで延長

いわき市立美術館

5月2１日より開館

「ストラスブール美術館展」は６月14日まで延長

※「スパリゾートハワイアンズ」、
「いわきゆったり館」、
「いわき新舞子ハイツヘルスプール」
「東京ディズニーリゾート」、
「東武動物公園」は5月20日現在未定

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ようお願いいたします。
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新型コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言も解除となり、我々に日常生活も戻りつつありますが、更な
る感染を増やさないためにも一人一人の予防対策・意識改革が重要となっております。
そんな中、お家で過ごす時間が楽しい時間となりますよう、下図の お仕事わーくん の間違い探しに回答く
ださい。正解者の中から抽選で200名に景品をプレゼントいたします。また、惜しくも選から外れた会員にも
もれなく
「はっぴーわーくんグッズ」
を差し上げます。

プレゼント

●ジェフグルメカード2,000円分

50名

●
「ビストロあん庵」
お食事補助券1,000円分

50名

●みよしのお菓子ギフト券1,500円分

100名

※選から外れた方にももれなく「はっぴーわーくんグッズ」を差し上げます。

会員番号

−

事業所名
会 員 名
「はっぴーわーくんまちがいさがし」の申込方法

◎申込方法

●送 り 先
●応募締切
●当選発表

７つのエラーがわかったら、上の会員番号・事業所名・会員名を明記して本ページ（コピー可）を持参、
ファックスまたは郵送で事務局までお送りください。１会員につき１枚の応募となります。
正解者の中から抽選で賞品をプレゼントいたします。事業所・勤務先の記入のないものは無効となります
ので、ご注意ください。

〒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「はっぴーわーくんまちがいさがし」宛
６月30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：0246‑35‑6845

※正解は8月発行の会報「ぽけっと115号」とホームページ上でご案内いたします。
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こども商品券 トイカード

チケット

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。
◆斡旋価格

１冊

4,700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

2024年12月31日

◎申込方法
◎申込締切

申込締切

6月20日㈯

・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

「こども商品券」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。
「こども商品券」は６月19日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。

６月20日㈯

コンサート・イベントチケット情報
チケット

いわき市内及び近隣の主な利用可能店舗

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。

坂本冬美コンサート２０２０

切なさと秘めた声の魅力が心の奥深いところに響きます。

◆と
き
◆と こ ろ
◆価
格
◆募集枚数

12月２日㈬ ①昼の部 14:00 ②夜の部 18:00
いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール
【通常価格 7,500円】
SS席 6,000円（税込）
申込締切
各50枚（会員１名につき２枚まで）

希望の回を明記ください

◎申込方法

代 表 曲

6月20日㈯

」
「あばれ太鼓
」
七
お
桜
「夜
してる」
「また君に恋

「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。

※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」
の発送をもって代えさせていた
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。

「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい。
」

ギフト

丸大食品お中元ギフト

品

フ ト 発

※代引き手数料も無料！

社販マーケット
最大

半額以下！
ご自宅・勤務先

④代金支払

③納

社販マーケット
（地域限定ショッピングサイト）

地域限定ショッピングサイト

有名メーカーの
ドリンクなどが

品

ギ

全福センター

②申込書送付
（FAX 可）

③納

丸 大 食 品 ㈱

※申込書はハッピーワークいわき事務局宛にお送りください。

①申込書配布

事業所・ご自宅

※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。

ハッピーワークいわき

●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…７月17日㈮
●取扱業者…丸大食品株式会社
●納品予定…７月１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）

送料無料！

お届け日
（指定なし）
のご注文に限り
平日朝10時までの
ご注文で

当日発送

全国どこでも送料無料

「社販マーケット」
へのアクセスはコチラから

①全福センターホームページへアクセス
②
［ログイン］
をクリック
③全福センターID・パスワードを入力。
［ログイン］
ボタンをクリック

※ID・パスワードはハッピーワークいわき事務局へ
お問い合わせください

④社販マーケットのバナーをクリック
⑤全福センター様専用ページ最下部にエンター
コードが記載されています

ご注文はネットからのみとなります

スマホから
アクセス
できます

※ログアウト状態ではエンターコードは表示されません

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと114号 3

事業所親睦助成事業

歓送迎会・暑気払い親睦助成

新型コロナウイルス感染症の影響で、毎年行っている
「歓送迎会」
や
「お花見」
も自粛となってしまった
事業所も多かったのではないでしょうか？
「新しい生活様式」の中、大人数での宴会や集会は自粛となりますが、これから「歓送迎会」や「暑気払
い」など開催する事業所に親睦事業助成をいたします。開催するにあたっては、密にならないよう心掛
けて、感染防止の為のエチケットやマナーを守ってお願いいたします。事業所内で数回に分かれて開催
の場合は、合算した人数で申請してください。申請は１事業所期間内１回限りです。ガイドブックの
「事業所親睦行事助成」をご覧いただき、申請をお願いいたします。

申請期間：６月１日〜９月30日

「はっぴーわーくん還元事業」のお知らせ（未利用者還元事業）
事業に参加されていない、チケットや助成券も利用していない、給付金・助成金も申請していないな
ど事業の利用がない会員様に今年も還元事業として図書カードをお送りいたします。
対象となるのは、平成30年以前入会で平成27年４月から令和２年３月までに利用の会員様が対象と
なります。ただし令和２年６月現在会員である方です。登録事業所あてに６月中に送付いたしますので、
該当の会員様にお渡しくださいますようお願いいたします。

三山ひろしコンサート」の延期について
６月６日㈯にいわきアリオスで予定されていました「三山ひろしコンサート2020」は新型
コロナウイルス感染症拡大防止の為、2021年２月17日㈬に公演延期となりました。現在チ
ケットをお持ちの方は、そのままご利用になれますので、ご自身で保管いただきますようお
願いいたします。チケットの払い戻しをご希望の場合は、ハッピーワークいわき事務局まで
ご連絡ください。

事
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住所変更のお願いについて
引っ越しや結婚等で住所が変わった場合は、連絡をお願いいたします。特に事業所で入会いただいている会員様につきま
しては、何年も変更がされていない場合がありますので、よろしくお願いいたします。
また個人会員の場合も、会報やチケットの発送などで宅配便を使用する場合もあります。郵便局への転送届を提出してい
る場合でも宅配便では配達ができませんので、住所が変わった場合は速やかにご連絡くださいますようお願いいたします。

助成券利用店舗の休業や営業時間短縮について
「はっぴーわーくーポン」や「ゴルフチケット」他、助成券の利用できる施設や店舗も休業や営業時間短縮、サービス等の
制限など通常時とは異なることがありますので、利用の場合は各店舗のHP・電話などで確認をお願いいたします。
またテイクアウトでのクーポン利用は店舗によって異なりますので、、クーポンが利用できるかを確認してください。

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

10件
17件
181件
13件
8件
16件

令和２年３月１日〜令和２年４月30日

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）

お見舞い申し上げます

17件
18件 傷病見舞金
49件 （14日·30日·90日·120日）
0件 台風19号による床上浸水
9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）
死亡弔慰金（子）

※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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1件
2件
41件
1件

新規入会事業所
新しく仲間になりました。
●FMG ミッション玉露
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。

