
イベント

◎申込方法　申込みには、会員番号・会員名・店舗名・ケーキの種類・受取日時・受取店舗・連絡先が必要です。
受取日時を必ず明記してください。

メール・ファクス／「チケット・助成券申込書」か任意の用紙に上記内容を記入し、お送りください。数日中に代金の
納付書とケーキの引換証をお送りいたします。送付先は原則、登録事業所になります。

電　　話／電話で申し込み時に上記、必要事項を伝えてください。数日中に代金の納付書とケーキの引換証をお送りい
たします。納入期日までに代金をお支払いください。

窓　　口／ハッピーワークいわき窓口で「クリスマスケーキ申込書」に必要事項を明記して、窓口で代金を支払い、引
換証を受け取り、指定した日時に店舗でケーキをお受け取りください。

クリスマスケーキの予約斡旋販売
　お得な価格で購入できるクリスマスケーキの予約斡旋販売のご案内です。今年は窓口での混雑緩和のため、
ファックス、メール、電話での申込みも受け付けます。受付後、ケーキの引換証と代金の納付書をお送りします
のでお支払いをお願いいたします。１会員１個の申込みとなります。引換証、納付書は登録事業所への送付と
なりますので、まとめてお申込みいただきますようお願いいたします。　
予約受付期間　12月１日㈫～13日㈰【窓口・電話は土・日および17:00以降は除く】

受取日時：12月19日㈯～25日㈮　午前 or 午後 （マルベリィのクリスマスアイスは土日の受取はできません）

お菓子工房ルポ

アンジェリーク

マルベリィ クリスマスアイス

グランブルー

いわき風月堂
引換店舗 本　　店…内郷御台境町六反田53‒25・ラトブ店…平田町120 latov1F・ヨークベニマルいわき泉店…泉町滝尻字折坂57

本店（10時～18時半）　ラトブ店（10時～20時）
ヨークベニマルいわき泉店（10時～19時半）

引換店舗

引換店舗

引換店舗 ㈱マルベリィ…平字堂ノ前13 ※マルベリィの「クリスマスアイス」は、10個
　以上まとまれば、事業所への配達もご相談
　に応じます。

引換店舗

内 郷 店…内郷御厩町１－199・小名浜店…小名浜君ケ塚町９－６

内郷店・小名浜店
（平日／9時～18時半　土・日／９時～18時）

平本店･･･平字白銀町５－10・鹿島店･･･鹿島町久保３－２－１

平本店・鹿島店（10時～19時）

　9時～17時（土・日は休日）
中岡町３丁目7番地の18（マルトSC中岡店向い）

（8時半～19時）

生デコ５号
通常価格 4,100円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,900円

５号いちご生デコ
通常価格 4,320円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,800円

５号ガトーショコラ
生クリーム
通常価格 3,888円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,400円

５号
シャンティフレーズ
通常価格 3,564円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,300円

５号
シャンティショコラ
通常価格 3,564円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,300円

生デコ５号
通常価格 3,780円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,500円

オハヨー
ジャージー牛乳アイスクリーム
通常価格 2,700円

1,160円

オハヨー
生チョコアイスデコレーション
通常価格 3,200円

1,560円

オハヨー
ブリュレギフト
通常価格 3,700円

1,960円

オハヨー
プチアイスボール
通常価格 2,300円

840円

ハーゲンダッツ
ハーゲンダッツX’masセット
通常価格 3,926円

2,140円

メイトー
いろいろどんぐり
通常価格 2,000円

600円

サンタとクルミの
生チョコケーキ
通常価格 3,888円

ハッピーワーク
い わ き 会 員
特 別 価 格 2,500円

No.
117

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12月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
い

会員数／6,342名　事業所数／772事業所（個人会員は除く）〈令和２年11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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「味噌作り講習会」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。　
※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、初めて参加される方から優先となります。

「エンジョイボリングエントリー制」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。事務局からエントリー用紙をお送りいたします。
先着順で受付いたします。定数に達し次第、申し込みは終了となります。

カルチャー

イベント

申込締切
12月20日㈰

　ハッピーワークいわき恒例の「ボウリング大会」のご案内です。今年は参加者をエン
トリー制で開催いたします。会場は、どこでもOKです。参加申込者には、エントリー
用紙をお送りいたしますので、参加者（会員・家族）の必要事項を明記して、２ゲーム
のスコア表と一緒に提出してください。各入賞者には、賞品をお送りいたします。

　東北６県のサービスセンターの中で、ボウリング大会を開催しているサービスセンターで、
参加スコアを一同に集計して各入賞者へ地域の名産品を送る大会です。
　　★ルール　　　個人戦　２ゲームのトータルスコア
　　★ハンデ　　　女性に１ゲーム20点
入賞者には、３月中に参加サービスセンターより自宅へ賞品を発送いたします。　

◆開催期間　2020年12月１日～2021年２月10日 
◆スコア提出締切　2021年２月15日までに提出

　　　★エントリーは１会員１回です。
◆募　　集　200名（会員・家族のみ１会員につき４名まで）
◆参 加 費　無　料　※参加にかかるゲーム代、靴代等は、各自負担です。

　（市内ボウリング場の場合は、はっぴーわーくーポンを利用できます。）

　毎年大盛況、プロ直伝の手作りお味噌の講習会です。注目されている発酵食品
の味噌。世界にひとつの自分だけのお味噌が作れます。
　８月ごろにはおいしいお味噌が食べられます。会員・家族のみの募集で１家族
１個とさせていただきます。
◆と　　き　2021年２月13日㈯　①10：00～12：00（受付９：45～）

②13：30～15：30（受付13：15～）　 
◆と こ ろ　いわき市労働福祉会館  大会議室
◆募集人数　①15名　　②30名
◆参 加 費　会員・家族　2,700円（容器付き）

≪１家族１個限り≫
※内池醸造㈱≪福島市≫講師をお招きいたします。
★希望の時間がある場合は記入ください。
　記入がない場合は、事務局で振り分けます。
★蒸かした豆をお配りしますので、豆をつぶす作業から行います。

・エプロン　・三角巾
・お手拭き　・筆記用具
・持ち帰り用の大きめの袋
豆をつぶすマッシャーやすりこぎ棒など
があると便利です。

味噌づくり講習会
主催／あいきょうさい　共催／ハッピーワークいわき

準　備　品

ハッピーワークいわき
エンジョイボウリング！ エントリー

制

表 彰

全福センター東北ブロックボウリング大会

優勝・準優勝・３位～10位
飛賞・サービスセンター賞・ブービー賞 他

※提出いただきましたスコアは全福センターの東北ブロックボウリング大会に提出し、入賞者には東北の名産品が賞品として贈られます。

♦♦♦ルール♦♦♦
・２ゲームのトータルのスコアを提
出いただきます。必ず、参加者の
方はスコアはフルネームで記入く
ださい。　

・２ゲーム以上のスコアおよび参加
者以外の方も入っているスコア表
には該当する欄がわかるように印
をお願いいたします。

・男女混合の個人戦です。
　小学生以下のお子様に
は１ゲームにつき30点
のハンデを加えます。
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チケット

チケット

チケット

1会員
4枚まで

1会員
3枚まで

窓口で随時販売
売切れ次第、終了

「ジェフグルメカード」・「映画鑑賞券」の申込方法

ジェフグルメカード
全国共通お食事券

●ポレポレシネマズいわき小名浜
●まちポレいわき

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

　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。
12/18㈮迄は、窓口で随時販売し郵送の
場合も今月は10日〆切・20日〆切の２
回郵送いたします。

年末年始
特別映画観賞券斡旋

※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
・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　・鳥メロ

●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

※12月18日までは随時販売
申込締切：12月20日㈰

※12月18日までは随時販売
申込締切：12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10日、20日締切後、送付いたします。

「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。
窓口では随時販売しております。
郵送希望の方は、10日、20日締切後、チケットと納付書を送付いたします。
（申込枚数が定数に達し次第、終了となりますのでご了承ください。）

グルメギフトカード（KFCカード）斡旋販売
前号で募集いたしました“ケンタッキーフライドチキン”のプリペイドカードのご案内です。
前号で申込みのなかった会員様が対象となります。先着順で無くなり次第終了となります。

　年末年始の新作映画やロングヒットの人気映画がご覧になれる鑑賞
券を特別企画としてさらにお得な価格で販売いたします。
　「ポレポレシネマズいわき小名浜」と駅前の「まちポレいわき」で
ご利用いただけます。年度内の制限枠とは別枠となります。利用期限
の延長や払い戻しは一切できませんので、計画的にご購入いただけま
すようお願いいたします。　

ＫＦＣカード　3,000円券
◆斡旋価格　2,200円 ≪3,000円分チャージ済みカード≫
◆募集冊数　100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。

◆利用期間　2020年12月１日～2021年２月28日
◆特別価格　700円　（通常迦格　1,900円）
◆募集枚数　1,000枚
今月は10日〆切・20日〆切で２回郵送いたします。
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リフト
1日券

シニア（50歳以上）
通常3,900円→

大人（中学生以上）
通常4,700円→

子供（小学生）
通常3,200円→

※12/28～1/5は
　土日祝料金

2,700円
3,400円
2,600円
2,700円
3,200円

未就学児はリフト券無料

ヒラフ5時間券
大人（高校生以上）通常5,200円→

5,500円
4,900円

ヒラフ8時間券
大人（高校生以上）通常5,800円→

［営業時間］8：30～16：30 ［ナイター営業］16：30～20：00 ※12/19～3/7

JR倶知安駅

北海道虻田郡倶知安町字山田204

110km 約2時間10分

ニセコ グラン・ヒラフ

マウンテンセンター券売所／.Base（ドットベース）券売所／
エースファミリー券売所 未就学児は大人1名様に対し1名様リフト券無料

［営業時間］8：30～16：00 ※時期により変動有

グランデコスノーリゾート
営業期間：2020年12月1日（火）～2021年4月11日（日）
割引適用期間：2020年12月1日（火）～2021年4月11日（日）

直通バス（予約制/有料）約100分
（予約制/無料）

約1時間20分

猪苗代磐梯高原IC 24km 約30分

スキーセンター1Fリフト券売場
●本券1枚につき4名様まで有効

子供（小学生）
通常3,000円
～4,200円→

大人
（中学生以上）
通常3,900円
～5,800円→ 4,400円

3,400円

3,300円
2,500円

リフト
1日券

●本券1枚につき5名様まで有効 ●本券1枚につき5名様まで有効

［営業時間］8：30～16：00 ［営業時間］平日 8：30～16：00／土日祝 8：00～16：00 
※年末年始期間は12/26～1/5

那須高原SAスマートIC 14km 約20分

営業期間：2020年12月19日（土）～2021年3月21日（日）
割引適用期間：2020年12月19日（土）～2021年3月21日（日）

営業期間：2020年11月28日（土）～2021年4月4日（日）
割引適用期間：2020年11月28日（土）～2021年4月4日（日）

マウントジーンズ那須 ハンターマウンテン塩原

4,400円大人（中学生以上）
通常5,500円→

3,500円子供（小学生）
通常4,600円→

リフト
1日券
＋

食事券
1,000円付

西那須野塩原IC 29km 約40分
東武鬼怒川公園駅約2時間20分 タクシー 約1時間

リフト
1日券
＋

食事券
1,000円付

大人
（中学生以上）
通常5,900円→

子供
（小学生）
通常4,900円→

●本券1枚につき5名様まで有効
●シニアは要証明書

リフト
1日券

3,800円大人（中学生以上）
通常4,800円→

3,800円シニア（50歳以上）
通常4,300円→

営業期間：2020年12月12日（土）～2021年4月4日（日）
割引適用期間：2020年12月12日（土）～2021年4月4日（日）

［営業時間］平日 8：30～16：30／土日祝、12/29～1/3 8：00～16：30

未就学児はリフト券無料

無料シャトルバス 約30分

富士見パノラマリゾート
営業期間：2020年12月26日（土）～2021年2月28日（日）
割引適用期間：2020年12月26日（土）～2021年2月28日（日）

蓼科東急スキー場

約2時間30分 約2時間10分

長野県茅野市北山字鹿山4026-2
［営業時間］9：00～16：00
［定休日］毎週月～木曜日 ※年末年始は営業

ビーナスライン経由18km 約30分

スキージャム勝山
営業期間：2020年12月19日（土）～2021年4月4日（日）
割引適用期間：2020年12月19日（土）～2021年4月4日（日）

［営業時間］平日 8：30～16：30／土日祝 8：00～16：30
※2/1以降の土日祝は17：00まで

直行バス

●本券1枚につき5名様まで有効

リフト
1日券

3,800円大人（中学生以上）
シニア（55歳以上）
通常4,800円→

2,700円子供（小学生）
通常3,200円→

※保証金500円必要（使用後返金）

勝山IC 13km 約20分
勝山IC 13km 約20分246km 約2時間30分

175km 約2時間

3歳～未就学児はリフト1日券1,600円、2歳以下はリフト券無料

JR上毛高原駅 バス（無料、予約制）約60分約1時間20分

4歳～未就学児は1日券2,200円、3歳以下はリフト券無料
未就学児はリフト1日券1,000円

リフト
1日券

2,600円
大人（中学生以上）
通常4,300円
シニア（55歳以上）
通常3,700円→

1,800円子供（小学生）
通常3,000円→

［営業時間］平日 8：30～16：00
土日祝および12/28～1/5  8：00～16：00

［営業時間］8：30～16：30
［ナイター営業］16：30～20：00 ※1/9～3/13の毎土曜日、12/30～1/3、1/10

斑尾高原スキー場との全山共通券への変更が、
大人1,200円、子供500円の追加で可能です。

営業期間：2020年11月21日（土）～2021年5月5日（水・祝）
割引適用期間：2020年11月21日（土）～2021年5月5日（水・祝）

営業期間：2020年12月19日（土）～2021年3月31日（水）
割引適用期間：2020年12月19日（土）～2021年3月31日（水）

たんばらスキーパーク タングラムスキーサーカス
練馬IC
から

約3時間半

信濃町IC 10km 約20分

路線バス（有料）約45分

リゾートセンター内リフト券売場
●本券1枚につき4名様まで有効　●シニアは要証明書

ホテルタングラム1Fチケットセンター

4,800円
4,600円

3,800円
3,600円

除外日／2020年12月29日・30日　2021年1月2日・3日・9日・10日・11日、2月11日・13日・14日

年末年始

年末年始

※別途ICカード預り金500円（カード返却時に返金）が必要になります。

タクシー 約1時間5分

リフト券売場

A・B

C・D

A・B

C・D
※料金カレンダーはHPをご確認ください。

営業期間：2020年12月5日（土）～2021年5月5日（水・祝）
割引適用期間：2020年12月11日（金）～2021年3月21日（日）

シニア（60歳以上）
通常3,500円→

大人（中学生以上）
通常4,200円→ 3,400円

2,900円
2,900円

子供（小学生）
通常3,500円→

リフト
1日券

0798 全福センター

星野リゾート
アルツ磐梯

星野リゾート
猫　　魔

グランデコ
スノーリゾート

あだたら高原
スキー場

箕輪スキー場

沼尻スキー場

スキー場名 利用日 券　　種 通常価格 助成利用価格 備　　考

★会員証の提示で 2,900円
 2,500円
 1,800円
 3,700円
 3,200円
 2,200円

★会員証の提示で
　大人…………………3,000円
　子供・シニア………2,000円
（シニアは要身分証）

※年末年始期間　12/26～1/3
※未就学児は無料乗車券要

★A・B・C・D日程は
「グランデコホームページ」の
　料金カレンダーで確認ください。

★会員証の提示で大人3,400円、
　小・中学生2,300円

全　日 １日券

１日券

１日券

１日券

１日券

１日券

１日券

１日券

１日券

１日券

１日券

通常期間
ピーク期間を
除く全期間

ピーク期間
12/19～1/3

春期間
（3/1～3/21）

Ａ・Ｂ料金日

Ｃ・Ｄ料金日

全　日

平　日

休　日

　

平　日

土・日・祝日

大　人
シニア
中高生
小学生
大　人
シニア
中高生
小学生
大　人
シニア
中高生
小学生
大　人（中学生以上）
子　供（小学生）
大　人（中学生以上）
子　供（小学生）
大　人
子　供（小・中学生）
大　人
子　供（小学生）
シニア（60歳以上）
大　人
子　供（小学生）
シニア（60歳以上）
大　人
子　供（小学生）
シニア（60歳以上）
大　人
シニア・中学生
小　人
大　人
シニア・中学生
小　人

4,900円
4,200円
3,700円
2,100円
4,200円
3,700円
3,400円
2,100円
4,700円
4,200円
3,700円
2,100円

3,900～4,200円
3,000～3,200円
5,400～5,800円
3,900～4,200円

4,500円
2,900円
3,800円

2,800円

4,300円

3,300円

3,300円

2,300円

3,200円
2,800円
1,900円
4,000円
3,500円
2,300円

4,200円
3,700円
3,200円
1,500円
3,500円
3,200円
2,900円
1,500円
4,000円
3,700円
3,200円
1,500円
2,900円
2,000円
3,900円
2,800円
2,900円
1,800円
2,500円

1,500円

2,500円

1,500円

2,500円

1,500円

2,400円
2,000円
1,300円
3,200円
2,700円
1,700円

助成券

　全国の㈱東急リゾートサービスの９箇所のスキー場のリフトが優待料金で利用できます。下の
クーポン券をコピーしてチケット売り場に提出ください。ハッピーワークいわきのホームページ
からもWEBチラシをご覧いただけます。

◆募集期間
　2020年12月１日～2021年３月20日
◆利用期間
　2021年３月31日まで
◆募集枚数
　150枚/月
　年度内１会員４枚までで利用は会員と
　家族の方に限ります。
◆利用方法
　①郵送希望の場合は利用月の前月20日

までに利用予定日・利用予定スキー場
名を明記しお申し込み下さい。
　25日以降に郵送いたします。
締切後の利用の場合は事前にお申し
込みいただき、窓口でお受け取り下
さい。

　②リフト券購入時に提携スキー場の窓
口で助成券を提出して下さい。助成
割引価格で購入できます。

※助成券は券面記載の当月限り有効です。
　当月内であれば、スキー場を変更しても
　利用できます。

スキー場リフト券価格表
提携スキー場のリフト券がお得な価格で購入できる助成券です。

スキー場リフト助成券スキー場リフト助成券スキー場リフト助成券スキー場リフト助成券

東急スノーリゾートリフトクーポン券

「スキー場リフト券助成」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。当月利用の場合は窓口受取で随時配布いたします。
◎申込締切　郵送希望の場合は毎月20日締め切りで翌月分を送付いたします。

12月は当月分を10日郵送いたします。

最終締切
2021年3月20日㈮
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チケット

動物園
遊園地 遊び放題

チケット

「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。　
※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

スターダスト☆レビュー
40周年ライブツアー「年中模索」
～しばらくは、コール＆ノーレスポンスで～

◆と　　き　2021年３月13日㈯
開場 16:30　開演 17:30

◆と こ ろ　いわき芸術文化交流館アリオス　大ホール
◆価　　格　全席指定 6,000円（税込）

【通常価格　7,500円】

◆募集枚数　20枚（会員１名につき２枚まで）
※未就学児入場不可

申込締切
12月20日㈰

「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、10日・20日締切後、チケットと納付書を送付いたします。

　東武動物公園では今年も園内を華麗に彩るウインターイルミ
ネーションを開催しております。音楽と映像、光が融合した幻想
的な動物園・遊園地をお楽しみください。
　今年度、東武動物公園では、新型コロナウィルス感染症の拡大
予防のため、３月２日～５月31日まで臨時休園しておりました。
この期間の休園分のチケットの有効期限（2021年３月31日）を、
2021年５月31日まで延長いたします。有効期限延長のチケット
は、通常通りそのまま窓口にお持ちになりご利用いただけます。

◆ハッピーフリーパス特別価格　1,500円【通常価格　大人 5,100円】
　≪１会員につき年度内10枚まで≫
◆使用期限　2021年５月31日　窓口で随時販売しています

2020年11月21日㈯～2021年２月14日㈰　15:00～20:00
ウインターイルミネーション 2020－2021

※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、
　2020年の12月31日まで延長して利用できます。

※イルミネーション点灯は17:00から
・12月中は毎日開催　１月２日～２月14日は土日のみ開催
・休演日／１月：元日・毎週火水曜（５日６日除く）
　　　　　２月：毎火・水・木曜

東武動物公園ハッピーフリーパス
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ヘルス

・レンタル用品

・入会時の手数料

最大2ヵ月間

・24Hオプション
最大2ヵ月間

タオル（大小セット）・シューズ・
Tシャツ・ハーフパンツ

※24時間営業導入店舗のみ対象。別途ｾｷｭﾘﾃｨｰｷｰ発行料550円がかかります。

通常3,630円/月（税込）

通常1,100円（税込）

通常1,650円/月（税込）

41 （月） 112 （木）

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価格で斡旋いたします。
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　12月22日㈫
大日商事株式会社 TEL.06－6952－7015　担当/伊藤

◆納品予定　2021年１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

　いまだ、感染拡大が止まらない状況の新型コロナウィルス感染症。事業所での会食や
宴会など自粛されていることと思います。
　今年度の忘年会・新年会も大人数での宴会や食事会などの開催ではなく、部署ごとに
分かれての少人数での開催・テイクアウトの会食等、新しい形での「忘、新年会」も助
成の対象といたします。

　３密を避け、充分にソーシャルディスタ
ンス・マナーを守ってお願いいたします。
事業所内で会員が数回に分かれて開催の場
合は、合算した人数での申請をお願いいた
します。申請は１事業所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、申請してください。

　いまだ、感染拡大が止まらない状況の新型コロナウィルス感染症。事業所での会食や
宴会など自粛されていることと思います。
　今年度の忘年会・新年会も大人数での宴会や食事会などの開催ではなく、部署ごとに
分かれての少人数での開催・テイクアウトの会食等、新しい形での「忘、新年会」も助
成の対象といたします。

　３密を避け、充分にソーシャルディスタ
ンス・マナーを守ってお願いいたします。
事業所内で会員が数回に分かれて開催の場
合は、合算した人数での申請をお願いいた
します。申請は１事業所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、申請してください。

申請期間：2020年12月１日～2021年２月28日

事業所親睦助成事業　忘年会・新年会親睦助成

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと117号6



会員制
ワンコインバー　ANGE

ギフト

新規割引指定店

いわき市平字田町33－１
　　　　　さくらビル２階
TEL 080－6025－2626
営業時間：20：00～
不定休日

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「冬ギフトフェア」・「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。

1年のはじまりを豊かに演出する祝いの一品【老舗が作り出す本格おせちのご案内です。】

レッドホースコーポレーションのレッドホースコーポレーションのレッドホースコーポレーションのレッドホースコーポレーションの

2021新春おせち12選2021新春おせち12選2021新春おせち12選2021新春おせち12選
同封の専用申込書でレッドホースコーポレーションへお申し込みください。
12月10日予約締切です。お早めにお申し込み下さい。

　ビール、焼酎、ワイン、日本酒、カクテル、高
級ブランデーやウイスキーも全品500円で楽しめ
ます。最高の音響と画質のカラオケはライブハウ
スのような臨場感が味わえます。手相占いやカ
ラーセラピーなどの裏メニューもあり、悩める大
人のご来店をお待ちしております。

会員証の提示で
入会金　無料

ワンドリンク1杯（500円）無料

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと117号 7



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。

共済給付金の支給状況　2020年９月１日～2020年10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
8件
25件
12件
8件
2件

結婚祝
出生祝
就学祝
銀婚祝
成人祝

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）

2件
1件
37件
1件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

12件
37件
0件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

13件

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

●株式会社 快心クリーン
　　　　ケアサポート快心
●ミキ中央台ハウス
●有限会社 はやし商会
●ミズノ建築　

事務局インフォメーション事務局インフォメーション
年末年始の休業のお知らせ

ハッピーワークいわき事務局・いわき市労働福祉会館
2020年12月29日㈫～2021年1月3日㈰

　ハッピーワークいわきの第４期分の会費の引き落としは１月４日㈪です。口座の残高確認等く
お願いいたします。
　また納付書での納入期限も１月４日となっております。事務局窓口での納付もできますので、
ご利用ください。

　ハッピーワークいわきの第４期分の会費の引き落としは１月４日㈪です。口座の残高確認等く
お願いいたします。
　また納付書での納入期限も１月４日となっております。事務局窓口での納付もできますので、
ご利用ください。

ハッピーワークいわきで購入いただきましたチケットは、キャンセルや払い戻しはできません。コロナ禍で利用しなかった
チケットの払い戻し等は一切行っておりませんので、購入は計画的に利用が決まりましたら購入くださいますようお願いい
たします。

ハッピーワークいわきで購入いただきましたチケットは、キャンセルや払い戻しはできません。コロナ禍で利用しなかった
チケットの払い戻し等は一切行っておりませんので、購入は計画的に利用が決まりましたら購入くださいますようお願いい
たします。

第４期会費の口座振替日のお知らせ

チケット購入時のご注意

うれしい情報を LINE でお届け♪

ハッピーワークいわき
LINE公式アカウント始めました！

【友だち追加方法】
　情報を受け取るには、LINEでの友だち登録が必要となります。LINEアプリをスマートフォンなどにインストール
していることをご確認後、次のいずれかの方法で友だち登録をしてください。
●友だち追加ボタンから追加
　スマートフォン上から、ハッピーワークいわきホームページの　　　　　　をタップ
●ＩＤ検索から追加
　「ホーム」→「友だち追加」→「検索」でID「@509mbmdu」を入力して検索→追加ボタンをタップ
●ＱＲコードから追加
　「ホーム」→「友だち追加」→「ＱＲコード」で右のＱＲコードを読み取る→追加ボタンをタップ

　友だち登録が完了すると、トーク内に「粗品プレゼント」クーポンが表示されます。有効期間内に
ハッピーワークいわき事務局窓口で画面を提示してください。粗品を差し上げます。

お友だち登録していただいた方全員へ「粗品プレゼント」クーポン進呈中！
ぜひ、友だち登録してください。

クーポン有効期間　2020年12月1日㈫8:30から2021年3月31日㈬17:15まで

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと117号8


