
カルチャー

必ずマスク着用で
お願いします

写真はイメージです

▶準備品
・移植ベラ　・園芸用ハサミ
・エプロン　・薄手の手袋
・筆記用具　・お持ち帰り用袋

申込締切
8月31日㈪

「秋の寄せ植え講習会」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「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。

秋の寄せ植え講習会

　秋から冬にかけて、彩りを与えてくれるミニシクラメン。寒さにも強いミニシクラメン
を基調にしたリースを作ります。お庭や玄関先を華やかな寄せ植えで飾ってみてはいかが
でしょうか。
　コロナ感染症予防のため、密を避けるということで、３日間に分かれて講習を行います。
　第３希望まで、希望日時を記入して　お申し込みください。

◆と　　き　①10月24日㈯
②10月25日㈰　10時～12時　≪受付9：45～≫
②10月26日㈪

◆と こ ろ　磐　植　直売所
（平中平窪字宮田5－8　直通 080-6053-4862）

◆募集人数　各日15名
◆参 加 費　会員・家族　1,800円　　一般　4,400円
◆講　　師　佐藤　栄子 先生　≪㈲磐植≫

※必ず希望日をご記入ください。（第３希望まで記入可能）

～おしゃれなフラワーリング
　　　　　ミニシクラメンのリースを作ろう～

No.
115

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８月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
い

会員数／6,320名　事業所数／765事業所（個人会員は除く）〈令和２年7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ようお願いいたします。



チケット

動物園
遊園地
プール

遊び
放題チケット

「ジェフグルメカード」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。
8/20㈭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
・浜焼太郎
・ミライザカ

●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

※8月20日までは随時販売
申込締切：8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。
郵送希望の方は20日締切後、送付いたします。

「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。
窓口では随時販売しております。
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。

　東武動物公園ではコロナ感染症拡大予防のためしばらく休園しておりましたが、
現在は来園者の密を避け、一部休止している施設もありますが、営業を再開し皆様の
来園をお待ちしております。またこの夏のプールの営業は８月１日から31日までで
予約制となっております。
　動物園、遊園地、プールも利用できるとってもお得なチケットです。
ぜひご家族でお楽しみください。

◆ハッピーフリーパス特別価格　1,500円　≪１会員につき年度内10枚まで≫
　通常：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

◆使用期限　令和３年３月31日

窓口で随時販売しておりますが、
在庫がなくなり次第今年度分は終了となりますので、ご了承ください。

※2020年3月31日までの「東武動物公園ハッピーフリーパス」チケットは、今年の12月31日まで延長して利用できます。

東武動物公園ハッピーフリーパス
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「美術館企画展」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。

締切後、チケットと納付書を送付いたします。
※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。

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　

《ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像》1922年

美術館・企画展助成
いわき市立美術館

メスキータ展
　サミュエル・イェスルン・デ・メスキータは19世紀末から20世紀前半にか
けてオランダで活躍した画家、版画家、デザイナーです。明暗のコントラスト
とシャープな線が特徴的な木版画や自由な発想のドローイングやデザインなど
も手がけました。
　ポルトガル系ユダヤ人であったメスキータは、1944年ナチスに逮捕され、
アウシュビッツ強制収容所で亡くなりました。知られざる作家メスキータの日
本で初めての本格的な回顧展です。

　前号で募集いたしました、12月にいわきアリオスで開催されます「坂本冬美
コンサート」のチケットの再度の販売のご案内です。
　昼の部はＳ席（３階）とＡ席（４階）の席の募集です。ソーシャルディスタンスで
座席は、1つおきのご案内となります。

9月12日㈯～10月25日㈰会　　期

◆価 格　300円 【通常価格　800円】
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込締切
８月31日

「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

坂本冬美コンサート２０２０

◆と　　き　12月２日㈬　①昼の部 14:00　②夜の部 18:00
◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
◆価　　格　①昼の部　Ｓ席（３階）　 5,000円（税込）【通常価格　6,000円】

　　　　　Ａ席（４階）　 3,000円（税込）【通常価格　4,000円】
②夜の部　SS席（１・２階）6,000円（税込）【通常価格　7,500円】

◆募集枚数　各20枚

申込締切
8月20日㈭

DRUM TAO
　～THE BEST LIVE
　　　　 祭 響 Ｓａｉｋｙｏ～

◆と　　き　11月３日（火・祝）　開場 15:00　開演 16:00
◆と こ ろ　けんしん郡山文化センター　大ホール
◆価　　格　Ｓ席 6,000円（税込）【通常価格　6,900円】

Ａ席 4,800円（税込）【通常価格　5,400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
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いします。座席は１つおきの販売です。

申込締切
8月20日㈭
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宿泊受付は
８月10日まで

助成券
いわきの里 鬼ヶ城 助成券

●バーベキュー助成券

●宿泊助成

夏休み特選企画

　コロナ禍の中、ようやく旅行やレジャーも少しづつ回復してきましたが「まだ遠くはちょっと…」と考
えている会員様へ市内の施設「いわきの里鬼ヶ城」で利用できる助成券のご案内です。
　市内でちょっと足を延ばして、雄大な自然の中、屋外の日帰りバーベキューやブルーベリー狩り、福島
県の助成とハッピーワークいわきの宿泊助成を利用した宿泊などをお得な料金で楽しめします。

　福島県の「福島県民限定宿泊割引」とハッピーワークいわきの「指定宿泊施設助
成」を利用して、お得な料金で宿泊できます。利用期限が８月31日までとなります
ので、先着順で受付となります。定数に達し次第終了となります。

１．「いわきの里鬼ヶ城」にハッピーワークいわきの助成を利用する旨を伝えて、
予約をしてください。１会員につき４名までが助成価格で利用できます。

２．予約が取れたら、「ハッピーワークいわき事務局」へ助成券を申請ください。
郵送あるいは事務局窓口でお渡しいたします。

３．宿泊当日、助成券を提出して「いわきの里鬼ヶ城」で利用代金をお支払いく
ださい。

★先着順の受付となりますので、定員に達し次第終了となります。
★キャンセル料は通常の宿泊料金からの金額となりますので、ご注意くださ
い。

「助成券」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。

「いわきの里鬼ヶ城」の予約日を記入ください。
先着順で受付となります。

利 用 方 法

いわきの里鬼ヶ城の予約は
TEL 0246－84－2288　FAX 0246－84－2180

いわき市川前町上桶売字小久田73－3

◆利用人数　１会員　４名まで　　利用期限　2020年８月31日㈪
◆利用料金　１泊（２食付き）　①宿泊棟ききり荘　　②コテージ
　　　　　　①②ともに　会員　2,000円　　家族　3,000円
　　　　　　休日前・お盆は1,000円増です
　　　　　　〈幼児で食事・布団が不要な場合はご相談ください〉

　ハッピーワークいわき特製ミックス　１人前 2,000円→1,500円
　〈牛・豚・ラム肉・野菜・焼きそば）　
　　★バーベキューは３日前までに予約をしてください。
◆利用人数　１会員　４名まで　　利用期限　2020年９月30日㈬

助成券利用

バーベキューハウスコテージききり荘

限定
20名

とくとく
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「ブルーベリーチケット」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。

窓口のみでのお渡しです。

助成券
ブルーベリーチケット

ソーシャルディスタンスを保ち、マナーを守ってご利用ください

大和田自然農園　いわき市好間町北好間字山崎４４　TEL ３６－２５９１

市内ブルーベリー農園入園料助成
　市内のブルーベリー園の園内食べ放題の料金の助成券です。
　ブルーベリーはもちろんジュースやジャムなどのお持ち帰り用も別途〈有料）ありますので、ご利用ください。
　利用期間が短いので、窓口のみ随時、配布いたします。３園共通のチケットとなりますので、農園でチケットを提出し、
代金をお支払いください。
　天候や生育状況によって休園・終了となる場合もありますので、ご了承ください。

　除草剤・農薬を使用せず有機肥料で手間暇かけて育てた、安心安全な
ブルーベリーです。土・日曜日はピザの手作り体験も行っています。要
予約です。

ブルーベリー食べ放題

通常料金　大　人　　　　　1,000円　➡  700円
　　　　　小　人（小学生以下）　500円　➡  200円
◆開園時間　９時～15時
◆利用期限　シーズン終了時まで

ブルーベリーチケット利用

ピコブルーベリー農園　いわき市大久町小久成沢６１－１８６　TEL 090-6251-3013

　70品種1,000本のブルーべりがありブラックベリー、ラズベリーなど、ひとつひとつ味が違います。
　いわきの山の中の気候がブルーベリーの生育に適しているので、おいしく積み採り安い大粒品を選
び、１粒１粒大事に育てています。

通常料金　大　人　　　　　1,000円　➡  700円
　　　　　小　人（小学生以下）　500円　➡  200円
◆開園時間　９時～15時（月曜日定休）
◆利用期限　シーズン終了時まで

ブルーベリーチケット利用

いわきの里鬼ケ城ブルーベリー園　いわき市川前町上桶売字小久田７３－３

　「いわきの里鬼ヶ城」の敷地内にあるブルーベリー園です。８月16日までの土・
日・火・木営業です。事前予約制となりますので利用の際は予約をお願いします。

予約・お問い合わせ／上桶売牧野農業協同組合　　　84－2875
　　　　　　　　　　ブルーベリー園担当（宇佐美）090－4885－1184

通常料金　200円　➡  無　料
◆開園時間　９時～11時
◆利用期限　８月16日㈰まで

ブルーベリーチケット利用

◆枚　　数　１会員につき　４枚まで
★利用料金は各農園でお支払いください。　★詳細は各農園へお問い合わせください。
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「ビアホール助成券」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。

※８月利用分は、窓口で随時お渡しいたします。９月分は８月20日までの申し込み分は郵送いたします。

助成券
シーサイドビアホールシーサイドビアホール勿来温泉 関の湯

飲み放題と豪華バイキング食べ放題!!＋入泉付
　助成券の利用でお得な料金で参加いただける「勿来温泉　関の湯　シーサイドビアホール」のご案内です。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。

　いわきの産品を組み合わせた特別なオリジナルギフト、いわき観光まちづくりビュー
ローの夏ギフトフェアのご案内です。販売商品につきましては、「ネットショップ」あるい
は「いわき市石炭・化石館内 ミュージアムショップ特設コーナー」でご購入ください。

　「いわき観光まちづくりビューロー　夏のギフトフェア」で3,000円（税込み）以上お買い物をし
た領収書、レシートをサービスセンターに申請すると500円を助成いたします。
■１会員　1回限り　「夏のギフトフェア」助成申請書に「領収証（会員名明記のもの）」を添付して申請して下さい。
★お買い物の際に、領収書（必ず会員名をフルネームで明記されていること）をもらってください。注文書等で会員が申し込ん
だことが確認できれば、レシートや振込の控えでも申請できます。サービスセンターにある「夏のギフトフェア」の申請書に記
入し必要書類を添付して申請ください。家族名の注文書や会員の購入であることが確認できない場合は対象外となります。

◆と　　き　８月１日㈯・２日㈰・７日㈮・８日㈯・９日㈰
　　21日㈮・22日㈯・23日㈰・29日㈯・30日㈰
９月５日㈯・６日㈰・11日㈮・12日㈯・13日㈰
　　18日㈮19日㈯・20日㈰

◆時　　間　17：30～20：00
◆開催場所　２F 潮風
◆利用代金　5,500円【通常価格　6,000円】

※小学生は通常料金3,000円となります。

■ご予約・お問い合わせ　勿来温泉 関の湯　TEL 0246－65－1126
　≪鈴木隆伸支配人宛に「ハッピーワークいわきの助成券利用」と予約して下さい≫
※定員を半数以下にして、開催いたします。
　お料理の取り分けもスタッフがいたします。
　密閉を避けるため海側窓も開放いたします。

いわき観光まちづくりビューロー
（いわき市石炭・化石館内） 夏のギフトフェア

予約日を
お知らせ
ください

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと115号6



ヘルス

03-5600-5399

02

  

Monthly
コーポレート会員

0
1

  

1Day

11 )(

1

9 1

全福センター推奨事業者でもある大日商事株式会社取扱い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。

◆申込方法　事業所ごとに「個人申込書」を取りまとめて「常備薬申込総括表」に必要事項を明記し、ハッピーワークいわきまで
送付又はご持参下さい。送付先1件につき合計金額が4,000円未満の場合は送料550円を申し受けます。

◆申込締切　８月25日㈫
大日商事株式会社 TEL.06－6952－7015　担当/伊藤

◆納品予定　令和２年９月下旬頃
◆納品方法　大日商事より申込者(個人)ごとに商品をまとめて、「総括表」の送り先あてに送付いたします。
◆支払方法　商品をお届けする際に、郵便振替用紙を同封いたしますので、郵便局で代金をお振込下さい。

別紙「個人申込書」と「斡旋申込取りまとめ書」を同封しております。

送付先　〒970-8026 いわき市平字堂ノ前22番地
　　　　いわき市労働福祉会館1F
　　　　ハッピーワークいわき「家庭常備薬斡旋」係

家庭常備薬斡旋

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと115号 7



中小企業の退職金
国の制度が
サポートします。

共済給付金の支給状況　令和２年５月１日～令和２年６月30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
6件
19件
263件
11件
1件
22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）
死亡弔慰金（子）

3件
2件
34件
1件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

48件
37件
0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

18件
　
3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。

新規入会事業所新規入会事業所
●ゴルフショップおの
●丹野独学塾
●株式会社 秋南企画
●自由ヶ丘整骨院
●竹中音楽教室
●株式会社 ピュアロンジャパン
●株式会社 ピー・ジェイ
●株式会社 ピュアグラインド
●プライメット株式会社

　前号で募集しました「Stay　Home特別キャンペーン　はっぴーわーくんまちがい
さがし」には応募総数837名の会員の皆様にご参加いただきました。本当にありがと
うございました。
　抽選で200名の方に賞品をお送りいたしました。その他 ご参加いただきました会員
の皆様にも「はっぴーわーくんエコバック他」をお送りいたしました。 

の正解は…

7日は魚の日！
「常磐もの」の魚を食べて、地元の魚を盛り上げましょう。

ご利用ください

新しく
仲間に

なりました。

令和元年度決算 令和2年度予算
収　　入

基本財産運用収入
特定資産運用収入
入 会 金 収 入
会　費　収　入
事　業　収　入
補 助 金 収 入
雑　　収　　入
特定預金取崩収入
合　　計

670
4

400
56,826
44,369
18,466
3,830
9,700

134,265

事 業 人 件 費
事 業 管 理 費
生活安定事業費
健康維持増進事業
余暇活動事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
情報提供事業費
会員加入促進事業
管　　理　　費
積　　立　　金
次 期 繰 越 金
合　　計

5,066
4,844
45,715
9,267
45,076
1,532
51
107
245

14,155
3,051
5,156

134,265

基本財産運用収入
特定資産運用収入
入 会 金 収 入
会　費　収　入
事　業　収　入
補 助 金 収 入
雑　　収　　入
寄 附 金 収 入
特定預金取崩収入
繰 越 余 剰 金
合　　計

669
4

360
57,105
47,798
18,466
1,414

1
5,080
1,300

132,197

事 業 人 件 費
事 業 管 理 費
生活安定事業費
健康維持増進事業
余暇活動事業費
自己啓発事業費
財産形成事業費
情報提供事業費
会員加入促進事業
管　　理　　費
積　　立　　金
次 期 繰 越 金
合　　計

7,269
5,322
39,826
9,880
49,901
1,317
30
108
327

13,553
3,807
857

132,197

予算額（千円） 支　　出 予算額（千円） 収　　入 予算額（千円） 支　　出 予算額（千円）
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