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申込締切
10月31日㈯

「しめ縄飾り手作り講習会」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。

しめ縄飾り手作り講習会
　お正月に飾るしめ縄は、昔から神様を家に招き入れるための目印として、
また災いを家に入れない結界をはるために、玄関先に飾る縁起物です。
　今回手作りするしめ縄は1年中インテリアとして、お部屋に飾っていただ
けるお洒落なデザインです。
　コロナウイルスを家に入れない、明るい１年となるよう願いを込めて、
手作りのしめ縄で新年を迎えてみませんか。

◆と　　き　12月20日㈰　10時～12時 ≪受付９：45～≫ 
◆と こ ろ　いわき市労働福祉会館  大会議室

（平字堂ノ前22　TEL 24－2511）
◆募集人数　30名
◆参 加 費　会員・家族　1,500円
◆講　　師　芦澤　久美子 先生
　　　　　　≪はあべすと代表　グリーンアドバイザー≫

※募集人数に限りがあるので
　１会員につき１名の申込みでお願いします。

～お洒落なリースでお正月を彩る～

必ず
マスク着用で
お願いします

No.
116

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10月発行

ご
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族
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さ
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会員数／6,330名　事業所数／769事業所（個人会員は除く）〈令和２年９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。



「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。

推奨
ツアー

行
程

いわき市役所（7：00）＝勿来支所（7：40）＝勿来IC<常磐道>常陸太田IC＝鷲子山上神社（フクロウを
祀る金運上昇の神社 9：50～10：30）＝道の駅那須高原友愛の森（人気のなす弁とお買い物 11：50
～13：10）＝那須ガーデンアウトレット（お買い物120分 13：40～15：40）＝黒磯板室IC<東北・あぶく
ま高原・磐越・常磐道>中央IC＝いわき市役所（17：05）＝勿来支所（17：50）

行
程

いわき市役所（7：30）＝勿来支所（8：10）＝勿来IC<常磐道>土浦北IC＝筑波山神社参拝（10：20～
11：20）＝筑波山・ひたち野（昼食 11：30～12：30）＝なめがたファーマーズヴィレッジ（さつまいも収
穫体験14：00～16：00）＝鉾田IC<東関東・常磐道>勿来IC＝勿来支所（18：10）＝いわき市役所（19：
00）

申込締切
10月20日㈫

申込締切
10月11日㈰

常磐交通観光企画旅行の新型コロナウイルス感染症予防のための取り組み
ツアーに参加されるお客様へのお願い●添乗員・乗務員へ手洗い、うがいの励行、検温、体調管理の徹底を

促します。
●添乗員・乗務員はマスクを着用させていただきます。
●バス乗降口に手指消毒剤を設置いたします。
●バス車内換気を実施しております。（車内換気システムにより、約
5分で車内空気が入れ替わります。）

●バス使用後の車内消毒の実施を要請しております。
●バス定員の半数程度の限定募集とし、間隔を空けた配席を行いま
す。（原則、お一人様2席利用といたします。）

●適切な感染防止対策をとっている宿泊・観光施設を利用します。
●宿泊時の夕食は宴会形式ではなく、会食形式といたします。

マスクを着用しての
ご参加をお願いします。
（熱中症にご注意ください。）

ご乗車前の検温・体調確認に
ご協力ください。
⎛37.5度以上の方は参加をご遠慮いただきます。⎞
｜その場合、所定の取消料が発生しますので、予め｜
⎝ご了承ください　　　　　　　　　　　　　　⎠

ご乗車前の
手指消毒に
ご協力ください。

間隔を空けてご着席ください。

前 後
◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×

◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×◯×

◆と　　き　11月21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）3,000円
◆募集人数　20名（最少催行人数18名）
◎キャンセル料は通常価格の11,162円にかかります
　ので、ご注意ください。

◆と　　き　10月31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）5,500円
◆募集人数　20名（最少催行人数18名）
◎キャンセル料は通常価格の15,696円にかかります
　ので、ご注意ください。

金運アップ「フクロウの神社」と那須ガーデンアウトレット金運アップ「フクロウの神社」と那須ガーデンアウトレット

日帰りバスツアー

　栃木と茨城の県境にある「鷲子山上神社（とりのこさんしょうじんじゃ）」は、フクロウの神社と呼ばれ、
不苦労（ふくろう）ということで金運アップや運気上昇のパワースポットとして多くの人が参拝に訪れてい
ます。昼食は、今人気の那須のおいしさがギュッと詰まった地産地消のランチプレート、なす弁です。午
後は「那須ガーデンアウトレット」でお買い物＆ゆっくりティータイムなどお楽しみください。

　新型コロナウイルスの感染予防のため、しばらく休止しておりました日帰りバスツアーを、参加人数を半分にして近隣県への
移動で開催いたします。旅行代金の設定も人数に準じてとなりますが、“GoToトラベル”とハッピーワークいわきの助成を利
用して、お得な料金でご参加いただけます。キャンセルにつきましては、通常料金にかかりますので、ご注意ください。また今後、
新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止・行程の一部を変更する場合がありますので予めご了承ください。

豪華常陸牛ランチとサツマイモ収穫体験
　「天高く馬肥ゆる秋」おいしいものがいっぱいのこの時期に、ちょっと贅沢に“常陸牛
の炭火焼きランチ”をお召し上がりください。午後からは、さつまいも収穫体験でお芋
ほりや焼き芋の試食などもお楽しみいただけます。
　筑波山神社では時期が合えば、紅葉も見ることができ、秋を満喫できるツアーです。

写真はイメージです

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと116号2



チケット
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タワー

●
野外音楽堂

●小名浜造船

太平洋

◀小名浜港

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

「こども商品券」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。
「こども商品券」は10月20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。

こども商品券 トイカードトイカード

　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。
出産祝いなどの贈り物やこれからのクリスマスプレゼントにも最適です。

◆斡旋価格　１冊　4,700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
●10月20日まで窓口随時販売

申込締切
10月20日㈫

いわき市内及び近隣の主な利用可能店舗
•トイザらス•ベビーザらス
•イオン•イオンバイク
•うすい百貨店（郡山）
•西友ザ・モール(郡山）•和真メガネ
•東北サファリパーク(二本松）•いわきタクシー
•リカちゃんキャッスル（小野町）　他

「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。
窓口で随時配布いたします。
郵送希望の方は、毎月20日の締切後、送付いたします。

助成券

ホテル  花天ホテル  花天小名浜 三崎公園内

選べるランチと入浴券セットの助成券

　新型コロナウイルスの影響で臨時休館していました小名浜の「ホテル花天」が８月より営業再開いたしました。
休館中にジムや客室の改装も行い、コロナ対策も万全にして皆様のお越しをお待ちしています。
　“ハッピーワークいわき”では、再オープンしたホテル花天の「選べるランチと入浴券セット」の助成券を配付
します。

◆枚　　数　１会員 ４枚まで
◆利用期限　2021年２月28日㈰
※“選べるランチ”は、うどん・そば（天ぷら付き）や
　鰯重・焼鳥重の４種類からお選びいただきます。
※日帰り入浴時間は午前10時～午後３時まで
（受付は２時まで）です。

フロントに助成券を提出して、ご利用ください。

通常料金

1,200円
助成券利用

800円
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助成券

◆利用期限：2021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。

はっぴーわーくーポン助成券綴り後
期

　2020年後期の「はっぴーわーくーポン」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。今年はコロナウイルス感染症でテイクアウトの利
用も増えています。今回から新しく利用できるお店も増えました。
●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

テイクアウト可

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

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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「はっぴーわーくーポン」の利用方法
◎はっぴーわーくーポンに必要事項を明記して・利用店舗は「その他」に店名を記入し、利用してください。
◎店内でのお食事の場合は、１名につき１枚、テイクアウトでの利用枚数は、１品１枚で購入した品数分の枚数を利用できます。
◎はっぴーわーくーポンは、利用枚数を守って、正しく利用してください。

　築130年以上！明治初期に建てられた有形登録文化財指定の蔵をリノベーショ
ンした手作り感あふれるまったりとしたカフェです。
　こだわりのコーヒーに毎朝お店で焼き上げる自慢の手作りパン＆デザート。
そんな手作りデザートといろいろ味わえるランチプレートが大人気のお洒落なカ
フェです。
　他にもたくさんのメニューをご用意して、ランチからデザートタイムまでゆっ
たりとした時間をお過ごしいただけます。デザート・パンのテイクアウト、今は
お弁当のテイクアウトもあります。　

楽しい食卓応援団　手作り総菜のキッチンはらぺこ
　日替わりで20～30品目の手作り総菜を常時用意して、テイクアウトは勿論、
店内で召し上がることもできます。毎日心を込めて、手間暇かけて作っている家
庭料理をご賞味ください。グラム単位での量り売りも行っており、晩御飯の追加
の１品にもご利用いただけます。
　また、珍しい、有名なお酒もありますので、お惣菜をつまみに味わうこともで
きます。ぜひお立ち寄りください。

キッチンはらぺこ

カフェリア

いわき市平新川町54－２
TEL 0246－25－8230
営業時間：11：30～17：00

（LO  16:00）
定休日：日曜、月曜

いわき市泉町１丁目１－23
TEL 0246－56－3175
営業時間：11：00～20：00
定休日：日曜、祝日

●ランチメニュー
●デザートメニュー

200円引き

クーポンの利用で

200円以上の１品につき

200円引き

クーポンの利用で

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

ランチプレート

弁　当

オードブル

デザートプレート
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●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。

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。

●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】
② 会費の支払いのわかるもの（直近３カ月分）
　 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。

●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２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。

申請期間：令和２年10月１日～令和３年２月28日（期日厳守）

（
※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。

≪申請書は同封の令和２年度申請書（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。≫

申請方法
①「令和２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。新型コロナウイルスとの関係からもインフルエンザ予防接種は重要です
ので、早目の接種が望ましいと思われます。会員本人のみの助成で、今年度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。

●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２年10月１日～令和３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。

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」を
　受けられた場合は対象外となりますのでご了承下さい。

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）を添付して郵送またはご持参下さい。
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２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。
※インフルエンザ予防接種以外の接種は該当になりません。
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チケット グルメギフトカード斡旋販売

ハ
ッ
ピ
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き

事
業
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・
ご
自
宅

丸
大
食
品
㈱

ギ
　フ
　ト
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①申込書配布 ③納　　品③納　　品

④代金支払②申込書送付
（FAX可）

今年のクリスマスパーティーはケンタッキーにしませんか？
全国のケンタッキーフライドチキンの店舗でご利用いただけるプリペイドカードです。
有効期限は２年間で、利用した日から更に２年延長になります。
今回はクリスマス特別企画で　3,000円券を2,200円で販売いたします。
おうちで家族で楽しいクリスマスをお過ごしください。　

「グルメギフトカード」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、事務局から納付書をお送りいたしますので代金のお支払いをお願いいたします。
※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。

ＫＦＣカード　3,000円券
（ケンタッキーフライドチキンのプリペイドカード）

1会員
4枚まで

◆斡旋価格　2,200円 ≪3,000円分チャージ済みカード≫
◆募集冊数　1,000枚
◆有効期限　２年間

店頭で利用またはチャージすると更に２年延長
※２年間、まったく利用しなかったカードは、期限切れで利用できなくなってしまいます
ので、ご注意ください。カードの期間延長や払い戻しは一切できません。

カードのお渡しは、11月末になりますので郵送希望の方は入荷次第、
お送りいたします。窓口受取希望の場合は、11月30日以降のお渡し
となります。

申込締切
10月31日㈯

丸大食品お歳暮ギフト丸大食品お歳暮ギフト
「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい。」

●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15日㈫
●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。

ギフト

※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。

Xmas Special Presents
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新しく仲間になりました。

※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。

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７月１日～令和２年８月31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
12件
23件
40件
15件
2件
47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）

1件
3件
34件
1件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

38件
34件
1件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

11件

　新型コロナウイルス感染拡大予防策として、ハッピーワークいわきの営業時間を短縮させていただいております。

ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。　　

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。

新規入会事業所新規入会事業所

●常磐商事株式会社
●一般社団法人　くすのキッズ
●合津建材株式会社　

　ガイドブック等でご案内しております、今年度実施予定のイベントやツアーなどについて、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、開催や実施などが困難となっております。毎年開催しております事業を楽
しみにお待ちいただいている会員様には大変申し訳なく、心よりお詫び申し上げます。
　今後の感染者数の減少や収束状況によって、開催できるものにつきましては可能な限り、実施してま
いりますのでご理解よろしくお願いいたします。
　また２月にいわき市で開催予定であった「いわきサンシャインマラソン」は、中止が決定しましたの
で、今年度予定しておりました「完走祝い金」の助成金は中止といたします。
　「いわきサンシャインマラソン」は、残念ながら３年連続の中止となりましたが、来年度はより参加
される会員の皆様を応援できますような事業を企画してまいりますのでご了承願います。

2020年度の実施予定事業の変更や中止について

平日　８：30～17：15

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） 「冬のギフト」にも

　　ご利用ください

　いわき観光まちづくりビューローの「いわきの逸品」をネットショップまたはいわき石炭化石館ミュージアムショッ
プでのお買い物2,000円ごとに500円を助成いたします。期間内に購入した領収書あるいは振込の控え（必ず会員名義で
あること）を添付してサービスセンターに申請してください。

お買上金額　2,000円につき500円助成　
１会員　１回限り（複数の場合は合算して請求ください）

※「申請書」は、ハッピーワークいわき事務局に請求してください。
※領収書等の宛名は必ずフルネームで明記されているものをお願いします。家族名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。
※「送料無料キャンペーン」は福島県の支援を受けるもので、予算が上限に達した場合は、予告なく終了することがありますのでご了承ください。

■申請期間：令和３年２月28日㈰

送料無料

キャンペ
ーン

開催中

（例）  お買上金額5,000円の場合

1,000円補助
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