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「いちご狩り助成券」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。

窓口で随時配付いたします。郵送希望の方は、10日・20日締切後、送付いたします。
◎最終締切　3月20日㈯

いちご狩りチケット
　今年も甘いいちご食べ放題の市内観光いちご園の入園料の助成券を配付いたします。今年から、各いちご園で利用価格・時
間制限の有無などが異なりますので、ご注意ください。また、いちごの生育やコロナウイルスの感染拡大の状況によっては、
休業や入場制限がある場合もありますので、ご了承ください。
　入園の際に利用料金をお支払いください。暖かいハウスの中で採れたて新鮮ないちごを存分に味わってください。

◆利用期限　観光いちご園閉園まで　　　◆募集人数　1,000枚《会員１名につき４枚まで》

四倉町玉山字森内23　TEL 33-3434
午前10時～午後４時（水曜定休）
・利用価格　1,000円

市内観光いちご園入園料助成

大野観光いちご園
田人町旅人字平石　TEL 69-2448
午前10時～午後４時（火・水曜定休）
※10名以上の場合は要予約
・利用価格　1,000円

田人観光いちご園
平下神谷字南内記25　TEL 68-7203
午前10時～午後４時（月曜定休 祝日は営業）
・利用価格
 平日 1,000円　土・日・祝 1,100円

アグリパークいわき
観光いちご園

1時間
時間制

30分
時間制

No.
118

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3年２月発行

ご
家
族
で
ご
覧
く
だ
さ
い

会員数／6,300名　事業所数／768事業所（個人会員は除く）〈令和3年1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。



「お楽しみ大抽選会2021」の申込方法
◎申込方法　本ページ（コピー可）に必要事項とアンケートを記入いただき、持参、ファックスまたは郵送で事務局までお送り下さい。

１会員につき１枚の応募となります。事業所・勤務先の記入がないものは無効となりますのでご注意下さい。
●送 り 先　〒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「お楽しみ大抽選会2021」
●当選発表　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

イベント
　昨年来のコロナウィルス感染拡大の脅威の中、新しい年も全国各地での緊急事態宣言の発令、福島県におきましても外出の
自粛や飲食店の営業時間の短縮など厳しいスタートとなりました。会員の皆様におかれましても、１日も早い終息を願い、今
しばらく我慢の時と考え１人１人感染予防を徹底し、生活して頂きますようお願いいたします。これから先2021年が普通の
日常生活にもどれますよう願いを込めて、お買い物に嬉しい商品券を抽選でプレゼントいたします。
　下記のアンケートにご回答いただき、必要事項を記入してファックス・郵送でご応募ください。当選者の方には、３月下旬
に登録事業所へ賞品をお送りいたします。
　回答いただきましたアンケート結果は、今後の事業運営の参考とさせていただきます。

お楽しみ大抽選会2021

会員番号　　　　　　　　　　　　　　　　－

事業所名

会 員 名

クオカード  3,000円

50
名

Q1Q1

Q2Q2

Q3Q3

マルト商品券  3,000円

お楽しみ大抽選会アンケート
インターネット・SNSについてお聞かせください。

50
名

セブン＆アイ商品券  3,000円

50
名

インターネットやSNSを利用していますか？
□ 利用する　　　　□ 利用しない

Q1で「利用する」と答えた方へお聞きします。
利用しているのは次のうちどれですか？
《複数回答可》
□ メール　□ HP
□ ライン　□ Twitter　□ Facebook
□ インスタグラム　□ YouTube
□ その他（   ）

ハッピーワークいわきのホームページ・
Facebook・ラインを知っていますか？
□ 利用している
□ 知ってはいるが、利用していない
□ 知らない
利用しない理由があればお教えください
〔　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

Q4Q4

Q5Q5

Q1で「利用しない」と答えた方へお聞きします。
利用しない理由は何ですか？
《複数回答可》
□ インターネットをやらない
□ インターネットの環境がない
□ 興味がない
□ その他
　（理由：　　　　　　　　　　　　）

ハッピーワークいわきのインターネットや
SNSへのご意見があればお聞かせください。
⎡　　　　　　　　　　　　　　　　　⎤
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
⎣　　　　　　　　　　　　　　　　　⎦

ご協力ありがとうございました。

締切　2月28日㈰
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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。
 「サーティワンアイスクリーム」「𠮷野家」「ケンタッキーフライドチキン」の３種類のカードをお得な価格で
斡旋販売いたします。各カードには有効期限がありますので、ご注意ください。

「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。
郵送の場合は、10日、20日〆切で送付いたします。

窓口で随時販売いたします。
※締切前でも申込みが限定数に達し次第、終了となります。

◎申込最終締切　３月20日㈯

　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に3,000
円分チャージしてお届けします。

2,500円（3,000円チャージ）
■有効期限　2023年１月28日　　　　　

（利用日から更に２年延長）

𠮷野家プリペイドカード 3,000円券

　全国1,200店舗で利用可能なサーティワンアイスクリームのギフト券のご案内です。
　「3,000円分のギフト券（500円券×６枚）」とレギュラーサイズ６個入り「バラエティ
パック」と引換できる「バラエティパックギフト券」をお得な価格で斡旋販売いたします。
使用期限はありません。

●ギフト券（500円券×６枚）
2,500円（3,000円分）
（おつりが出ます）

●バラエティパックギフト券
1,700円（2,130円相当）

■有効期限なし

サーティワンアイスクリームギフト券

　昨年の募集でも大人気だった「ケンタッキー・フライド・チ
キン」全国の店舗での利用可能なプリペイドカードです。
3,000円チャージ済みのカードをお得な価格で販売いたします。

2,500円（3,000円チャージ）
■有効期限　2023年１月28日　　　　　

（利用日から更に２年延長）

ＫＦＣプリペイドカード 3,000円券 1会員
2枚まで

1会員
2枚まで

1会員
2セット
まで

限定
各300枚

限定
300枚

限定
300枚

おうちで食べよう
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動物園
遊園地 遊び放題

チケット

チケット

「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。
窓口では随時販売いたします。
郵送希望の方は、10日・20日締切後、送付いたします。

　東武動物公園では、来年度よりハッピーフリーパスの販売を終
了とし、法人アトラクションパスに変更となります。利用はこれ
まで通り、動物園と遊園地が利用できますが、夏季のプールが利
用できなくなります。
　また、料金も多少値上がりとなります。
　今年度のハッピーフリーパス（５月末日まで利用可能）を在庫
一掃といたしまして、１枚800円で販売いたします。特別価格で
の販売となり、原則期限延長や返金・交換等はできませんのでご
了承ください。
　４月以降の法人アトラクションパスの詳細は、次回会報でお知
らせいたします。

◆特別価格　800円【通常価格　大人 5,100円】
　　　　　　≪利用期限　2021年５月31日≫

◆１ 会 員　５枚まで
◆募集枚数　100枚まで　※年度制限枚数の対象外
※返金や交換はできませんので、ご了承ください。
※会員と家族の方以外の第三者への譲渡、転売等は厳禁です。

　　　　窓口で随時販売しています。
申込みが定数に達し次第、販売終了いたします。
ご了承ください。　

東武動物公園ハッピーフリーパス

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入学祝いにも最適です。

◆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

申込締切
２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

「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。
２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10日・20日締切後、送付いたします。
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助成券

お持ち帰り用
カニピラフ　大

折詰

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。当選発表は納入付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。

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

第七回
笑門来福四人会 in いわき
笑う門にはふく来たる！

◆と　　き　令和３年３月28日㈰
開場 13:00　開演 14:00

◆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 5,000円（税込）【通常価格　6,000円】

Ａ席 4,100円（税込）【通常価格　5,000円】
◆募集枚数　Ｓ席　13枚（会員１名につき２枚まで）

Ａ席　８枚
※未就学児入場不可

最終締切
3月20日㈯

申込締切
2月20日㈯

「メヒコカニピラフ助成券」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。
窓口では随時配付しております。
郵送希望の方は、10日・20日締切後、助成券を送付いたします。

　おうちでみんなで楽しめる、メヒコ名物「カニピラフ　大」の助成券です。１個およそ
３人前とお得になっております。
　助成券の利用はお持ち帰りの「カニピラフ　大」のみの利用となります。殻付きかむき
身かお選びいただけます。
　みんな大好き、メヒコのカニピラフ！ご自宅の食卓でご堪能ください。

TAKEOUT お持ち帰り

メヒコ カニピラフ折詰助成券

出演者：桂米助　　　　三遊亭小遊三

　　　　三遊亭円楽　　柳家三三

利用可能店舗

・いわきフラミンゴ館
　　　　　（いわき市鹿島町）
・シャークワールド
　　　　　（いわき市鹿島町）
・いわきマリンタワー店
　　　　　（いわき市小名浜）
・北茨城店（北茨城市）殻付きカニピラフ むき身カニピラフ

◆助成券利用　特 別 価 格　1,980円（税抜）【通常価格　2,480円（税抜）】
◆募 集 枚 数　500枚　１会員につき２枚まで
◆利 用 期 限　2021年３月31日㈬

窓口で随時配付しています

ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと118号 5



「ライフプラン冊子」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、冊子と納付書を発送いたします。
申込者多数の場合は、抽選となりますのでご了承下さい。

ライフ

申込締切
2月20日㈯

日常生活の様々な場面で役立つ保険や税金、年金などを解説している
冊子です。５冊セットでお得な価格で販売いたします。
日常生活の様々な場面で役立つ保険や税金、年金などを解説している
冊子です。５冊セットでお得な価格で販売いたします。

 ベビー用品総合メーカーのコンビ㈱よりお得にご利用できる期間限
定のキャンペーンのお知らせです。
　これから出産を控えている方、今まさに子育て奮闘中の方にオンラ
インショップでお得にコンビ製品を購入できます。

 ベビー用品総合メーカーのコンビ㈱よりお得にご利用できる期間限
定のキャンペーンのお知らせです。
　これから出産を控えている方、今まさに子育て奮闘中の方にオンラ
インショップでお得にコンビ製品を購入できます。

ライフプラン冊子斡旋特別販売

備えあれば保険あり

コンビ「春の出産・育児応援キャンペーン」

◆価　　格　400円【通常価格　1,000円】
◆募集枚数　100冊

小冊子5冊セットです
。

生活設計に役立つ情
報を

ひと通りまとめてい
ます。

◆キャンペーン期間
令和３年３月１日㈪～令和３年４月30日㈮

◆特　　　　　　典
30,000円以上お買い物→4,500円割引
50,000円以上お買い物→7,500円割引

◆利　用　方　法
全福センターホームページから「生活」にあるコンビの
購入サイトから、掲載してある特別クーポン券を使って
購入してください。
https://shop.combi.co.jp/shop/
contents/fukuri_zenpc.aspx

「遺族保障ガイド」
2019年6月改訂

万一の場合の保障として遺
族年金などの公的保障や、生
命保険の活用方法を解説。
データの最新化に加え、民法
（相続法）の改正を踏まえた
説明を追加、わかりやすく紹
介！

「ねんきんガイド」
2019年7月改訂

公的年金制度と個人年金保険
の仕組みを図解、計算事例や
Q&Aで解説。2019年度の公
的年金額等の改定や年金生活
者支援給付金などの制度改正
に加え、家族(情報)登録制度
なども記載した充実の改訂版！

「ほけんのキホン」
2019年10月改訂

生命保険が基礎からわかる入門
書。生命保険の役割・契約時の
注意点・契約後の見直し方法・生
命保険の種類や特徴について、
イラストを交えてやさしく解説。
就業不能保障保険の説明など
も追加した充実の改訂版！

「生命保険と税金の知識」
2020年2月改訂

生命保険にかかわる税金を、
事例やQ&Aで詳しく解説、
所得税・相続税・贈与税の基
本的な仕組みと税制改正の
ポイントをわかりやすく説明
したページを新設。より充実
した改訂版！

「ライフプラン情報ブック」
22020年2月改訂

生活設計の基本的な考え方や
参考情報をまとめた情報ブッ
ク。消費税率引上げと幼児教育
の無償化などの諸制度も解説。
結婚、教育、住宅、資産形成、老
後などライフステージごとの気
になる情報が手に入ります！
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チケット

前売りチケット
２月4日㈭
まで販売

労働問題、交通事故、土地の問題、借金、遺産相続など
あなたが抱えている法律問題を
経験豊かな弁護士が解決に導きます。
３月18日㈭【12：30～15：00】
会場／いわき市労働福祉会館　※予約制になっていますので、必ず予約をして下さい。

主催・あいきょうさい TEL24－2511　いわき市平字堂ノ前22

弁護士による
無料

法律相談会の
お知らせ

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

（最大10,000円分まで・ご入会から３か月後のお渡しとなります。）

１事業所の入会会員数 × 500円分の図書カード
ご紹介いただいた事業所が入会した場合のご紹介者様へ謝礼

お知り合いの
事業所を

ご紹介下さい。

ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事業所紹介カードでのご連絡をお待ちし
ております。紹介先の事業所様へ事務局よりご連絡させていただきます。※個人登録での入会はできません。
ご紹介いただける事業所がありましたら、電話、メール、ガイドブックの事業所紹介カードでのご連絡をお待ちし
ております。紹介先の事業所様へ事務局よりご連絡させていただきます。※個人登録での入会はできません。

会員紹介キャンペーン

第11回
いわきポレポレ映画祭
開催 2月5日㈮～2月21日㈰

　「LINE」「Facebook」等で
ご案内しております、「いわき
ポレポレ映画祭」の前売りチ
ケットを販売しております。
開催間近なのでお早めにお申
し込みください。郵送希望の
方は随時郵送もいたします。

　いわき市労働福祉会館では
「いわき市労働問題相談
所」を開設しています。お仕
事の悩みやトラブル等ありま
したら、気軽にご相談くださ
い。
　お電話での対応も可能です。
　事前にご連絡を
お願いいたします。

特別前売回数券
（４枚綴）

１，６００円
1会員につき2枚まで
【通常　2,000円】

・お問い合わせ・

いわき市
労働問題相談所
TEL ２４－２５１１
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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。

共済給付金の支給状況　令和２年10月１日～令和２年12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
10件
23件
10件
12件
4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）

0件
1件
25件
0件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

24件
22件
2件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）
自然災害（床上浸水）

16件

1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

●佐々木刃物店
●高橋商店
●ハセガワクリーニング
●日本生命 小名浜営業部　

事務局インフォメーション事務局インフォメーション
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窓口での

受付時間を短縮いたします。
ハッピーワークいわき窓口の受付は

とさせていただきますのでご理解・ご協力よろしくお願いします。　
平日　８：30～17：00まで

「忘・新年会親睦助成」「インフルエンザ予防接種助成」
「ジム・フィットネス年会費助成」の申請期限は、２月28日です。
まだ申請されていない方は速やかに手続きをお願いいたします。

非対面接客の推進と郵送対応の変更について
　コロナウイルス感染症の拡大が収まらない中、ハッピーワークいわきも窓口での密を避ける
ということで、申し込みのチケット、助成券の郵送を10日締切、20日締切として月２回送付
いたします。会報で募集する事業に関しては、これまで通り締切後の対応となります。
　また、給付金・助成金などもできるだけ振込の手続きをお願いいたします。

令和２年度の申込み終了のご案内
　令和２年度のチケット・助成券の申込み受付は、３月20日で終了となります。３月21日～
31日まではチケット・助成券の申込みの受付はいたしませんので、３月に利用のチケット・
助成券はお早めに申し込みください。
　「はっぴーわーくーポン」の前期分の申込みは４月１日からとなりますので、４月発行の会
報をご覧になってお申し込みください。

入学祝い金の請求について
　今春、小・中・高校に入学のお子様の「入学祝い金」の申請をお願いします。給付金のお支払いは
４月入学式以降となります。
　小・中学校は事前に送付される入学通知書（はがき）のコピーを添付いただきますので入学式の提
出前にコピーをお願いいたします。高校の添付書類は、「合格通知書」をお願いいたします。FAXの
申請は不可となりますのでご了承願います。

「NHK文化センターいわき教室」３月営業終了のお知らせ
　平小太郎町の「NHK文化センターいわき教室」は３月を持ってすべての講座・営業を終了いたします。ハッピーワーク
いわきの受講料の助成も終了となります。
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