
イベント

第20回 ハッピーワークいわき杯 ゴルフ大会
　今年度の「ハッピーワークいわき杯　ゴルフ大会」の募集です。開催は
今年も日曜日、月曜日の開催です。
　２日間の参加者全員での順位を競いますので、順位発表、賞品の進呈
は後日、ご連絡いたします。参加は、どちらか１日となりますので、必ず
希望の曜日をご記入ください。皆様のご参加、お待ちしております。

◆と　　き　①５月30日㈰　８時19分～スタート
②５月24日㈪　８時40分～スタート

◆と こ ろ　スパリゾートハワイアンズゴルフコース
（いわき市渡辺町上釜戸字橋の上216　TEL 56-0111）

◆参 加 費　①休日料金（５/30）　　　 ②平日料金（５/24）
会員・家族　8,000円　　会員・家族　4,000円
メンバー会員　3,000円　　メンバー会員　3,000円
一　　　　般 12,000円　　一　　　　般　8,000円
一般メンバー　8,000円　　一般メンバー　8,000円
※「スパリゾートハワイアンズゴルフコース」のメンバーは、
　生年月日をお知らせください。

◆募集人数　①60名（15組）　　②60名（15組）
◎申込締切　4月20日
≪申込者多数の場合は抽選となり､落選者へは通知いたしません≫

「ゴルフ大会」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。

入賞者への賞品を
多数ご用意して、
ご参加をお待ちし
ております。
後日集計後、個人
宅へお送りいたし
ます。

※当選後のキャンセルは、準備の都合上キャンセル料が発生する場合もありますので、
　ご注意ください。

プレー費､
昼食代

（1ドリンク付き）､
賞品代を
含みます。

競技方法
……………………
◉個人戦
　18ストロークプレー
　新ペリア方式

◉アトラクションホール
　あり

No.
119

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4月発行

ご
家
族
で
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く
だ
さ
い

会員数／6,304名　事業所数／764事業所（個人会員は除く）〈令和3年３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様お願いいたします。



カルチャー

｢無料｣初心者でも安心
パソコンビギナー講座
日程：4/19㈪～23㈮
締切：4/9㈮
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：無料
テキスト代：1,100円
～パソコン操作が初めての方、
インターネットやメールが使え
るようになります～

基礎から学べる
ワープロソフト入門講座
（Word入門講座）
日程：5/17㈪～21㈮
締切：5/7㈮
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：9,000円
テキスト代：1,300円
～罫線を使った文書、イラスト
を挿入した文書が作れるように
なります～

基礎から学べる
表計算ソフト入門講座
（Excel入門講座）
日程：6/14㈪～18㈮
締切：６/３㈭
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：9,000円
テキスト代：1,300円
～計算式、関数を使った表、円グ
ラフや棒グラフを描画できるよ
うになります～

表計算ソフトの基本操作を
じっくり学ぼう講座
（Excel初級講座）
日程：7/5㈪～9㈮
締切：6/25㈮
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：10,000円
テキスト代：2,200円
～表作成と編集、計算式と関数、
複数シートの操作､作業グルー
プの設定などを学びます～

基礎から学べる
プレゼンテーションソフト入門講座
（PowerPoint入門講座）
日程：8/24㈫～27㈮
締切：8/11㈬
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：9,000円
テキスト代：1,300円
～表、画像、図形を挿入した資料
が作れ、資料の表示まで操作で
きるようになります～

基礎から実践まで学ぶ
Jw_cad講座

日程：9/27㈪～10/1㈮
締切：9/13㈪
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：16,000円
テキスト代：3,500円
～作図と寸法、レイヤの活用に
より平面図の作成ができるよう
になります～

基礎から学べる
ワープロソフト入門講座
（Word入門講座）
日程：11/15㈪～19㈮
締切：11/５㈮
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：9,000円
テキスト代：1,300円
～罫線を使った文書、イラスト
を挿入した文書が作れるように
なります～

基礎から学べる
表計算ソフト入門講座
（Excel入門講座）
日程：12/6㈪～10㈮
締切：11/26㈮
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：9,000円
テキスト代：1,300円
～計算式、関数を使った表、円グ
ラフや棒グラフを描画できるよ
うになります～

パソコンの
便利な機能の使い方
日程：7/20㈫
締切：７/９㈮
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：2,000円
テキスト代：500円
～ＯＳやアプリケーションなどの
便利な使い方を学びます～

パソコンの
便利な機能の使い方
日程：11/25㈭
締切：11/15㈪
時間：18:00～20:30
定員：20名
料金：2,000円
テキスト代：500円
～ＯＳやアプリケーションなどの
便利な使い方を学びます～

申込締切
4月20日

助成券の
申込方法

受講したい講座が決まりましたら、いわ
きコンピュータカレッジに受講の申込み
をし、その時に、ハッピーワークいわき
の助成券を利用することを伝える。

ハッピーワークいわき事務局へ助成
券の申込みをして、助成券を受け取
る。

受講代金支払い時に、助成券を提出
して割引価格を支払う。

フラワーアレンジメント講習会
　感謝の気持ちを込めて、父の日に手作りフラワーアレンジメントの素敵
なお花を贈りましょう。初夏の花材を使って、感謝の気持ちを込めて作り
ます。日頃の自分へのご褒美としてもいかがでしょうか？

◆と　　き　６月19日㈯
10：00～12：00（受付9：45～）

◆と こ ろ　いわき市労働福祉会館　大会議室１
◆募集人数　20名
◆参 加 費　会員・家族　1,500円

一　　　般　2,700円
◆講　　師　木村　美也子 先生

（フラワーショップ「アヌー」代表）

主催：あいきょうさい
共催：ハッピーワークいわき 父の日の

フラワーギフト

助成券 いわきコンピュータ・カレッジの受講料助成のご案内

◎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。

「フラワーアレンジメント講習会」の申込方法

　令和３年度「いわきコンピュータ・カレッジ」の講座の助成のご案内です。「いわきコンピュータ・カレッジ」で開催される
一般市民向けパソコン講座の受講料を助成いたします。パソコン初心者から応用・実践編まで親切丁寧に指導します。

▶準備品
・エ プ ロ ン
・は　さ　み
・筆 記 用 具
・持ち帰り用袋

◆利用資格　会員本人
◆利用回数　１講座
　受講料＋テキスト代　　　　　 助成額
　5,000円未満……………………1,000円
　～10,000円未満 ………………1,500円
　～20,000円未満 ………………3,000円
　20,000円以上 …………………5,000円

イメージです
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「美術館チケット」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。

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

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

　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。
4/20㈫迄は、窓口で随時販売し郵送の場合も10日締切・20日
締切の２回郵送いたします。

※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
・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

※4月20日までは随時販売
最終申込締切：4月20日

「ジェフグルメカード」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。

郵送希望の方は10日、20日締切後、送付いたします。

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　

美術館・企画展助成
いわき市立美術館

　国内有数の現代美術コレクション「タグチ・アートコレクション」といわき市立美術
館のコラボレーションでより幅広く現代の美術を紹介する展覧会です。
　美術館へようこそ！作品との出会いとコミニュケーションを楽しみながら、新しい
時代にこそふさわしい美術の魅力、美術のチカラをご体感ください。

4月3日㈯～5月16日㈰開催期間

◆価 格　500円 【通常価格　1,000円】 
◆募集枚数　100枚 （１会員４枚まで）

申込締切
1回目/4月 5 日
2回目/4月10日
最終締切：4月20日

茨城県北茨城市大津町椿2083　Tel.0293‒46‒5311
開館時間9：30～17：00　

宮北千織 「うつろふ」 2004年 茨城県近代美術館蔵 第10回天心記念茨城賞

茨城県天心記念五浦美術館

現代院展のあゆみ
天心記念茨城賞受賞作品を中心に

　日本画家の育成に貢献するために、茨城県が平成７年（1995）より
院展に提供してきた「天心記念茨城賞」。その受賞作品25点を一堂に展
示します。併せて、岡倉天心の後を受け継ぎ、日本美術院を支えた横山
大観の名品を特別に展示するとともに、受賞者たちに直接影響を与え
た片岡球子、平山郁夫らの作品もご紹介いたします。天心が愛した五浦
の地で、天心の理想を受け継ぎ、新しい絵画の創造を目指し、挑戦する
精鋭たちの作品をお楽しみください。

　空調設備の改修工事のため、中止しておりました天心記念五浦美術館の企画展が再開いたします。　
　日本画を中心とした様々な企画展を開催いたしますので、ご期待ください。

4月24日㈯～6月6日㈰開催期間
◆価 格　300円 【通常価格　630円】 
◆募集枚数　50枚 （１会員４枚まで）

郵送は10日・20日の締切後となります

窓口で随時販売
いたします。

Next World ─ 夢みるチカラ
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助成券

◆利用期限：2021年９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。郵送は毎月10日・20日締切で発送となります。

はっぴーわーくーポン助成券綴り前
期

　2021年前期の「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。前年度よりのコロナウイルス感染症の影響でテイ
クアウトの利用も増え、新規利用店舗も増えました。
●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

カウアイカフェ

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

メヒコ　いわきフラミンゴ館

メヒコ　シャークワールド

メヒコ　いわきマリンタワー店

メヒコ　北茨城店

キッチンはらぺこ

カフェリア

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

お食事メニュー　300円引き（店内飲食のみ）

食事メニューご注文時1メニュー

1品につき1枚　助成額200円引き

　

お食事・テイクアウトメニュー

1品につき1枚　300円引き

　

　

ステーキメニュー・ガーリックハンバーグ

注文時1メニューにつき

1枚　300円引き

ランチメニュー250円引き

ランチメニュー300円引き　温泉＋ランチ200円引き

店内お食事メニュー・お持ち帰り

１品につき　200円引き
※他割引券との併用可能

200円以上のお惣菜1品につき200円引き

助成額200円

通常価格850円⇒450円

通常価格300円⇒70円

助成額1ゲームにつき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

　

営業時間内

　

営業時間内

営業時間内

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

鹿島町走熊字四反田３

鹿島町下矢田17－１

小名浜下神白字大作93

茨城県北茨城市平潟町字大原内1056－19

泉町1丁目１－23

平新川町54－２

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

29-4407

29-2227

54-3737

0293-30-2502

56-3175

25-8230

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
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ハッピーワークいわき 会報 ぽけっと119号4



「はっぴーわーくーポン」のご利用にあたって
◎はっぴーわーくーポンに会員番号や利用者名が書いていない場合、利用を断られたり、後日連絡が入る場合もありますので、
　必ず記入をお願いいたします。
◎店舗の休業日や営業時間が変更している場合や利用メニューが変わる場合もありますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。
◎はっぴーわーくーポンは、利用枚数やルールを守って、正しく利用してください。　　　　

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）

２０２０．１２月オープン

　前号の募集で配布いたしました、カニピラフ折詰助成券も大盛況のうちに終了し
ました「シーフードレストラン  メヒコ」がはっぴーわーポンに仲間入りしました。
　店内飲食、テイクアウトいづれにもご利用いただけます。市内３店舗北茨城１店舗
の４店舗で、お食事メニュー1品につき1枚利用可能です。

　巨大な水槽で優雅に泳ぐサメたち。神秘的で幻
想的な空間でのお食事をご堪能ください

　三崎公園内の“ホテル花天”の「選べるランチと入浴券セット」がはっぴーわーくーポン
で利用できます。
　これまでのランチでの利用はもちろん、お風呂とのセットでも利用可能となりました。
景観が素晴らしいホテル花天の入浴をお楽しみください。

小名浜 三崎公園内　ホテル 花天

シーフードレストラン  メヒコ
●店内飲食お食事メニュー
●お持ち帰りメニュー　

200円引き

クーポンの利用で

選べるランチと
入浴券セット

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「はっぴーわーくーポン」を使えるお店&メニューが増えました。

●
い
わ
き

　海
星
高

●
マリン
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

メヒコ シャークワールド

1品に
つき
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動物園
遊園地遊び放題

チケット

チケット

埼玉県白岡市爪田ヶ谷425番地
TEL 0480－93－1200

「東武動物公園アトラクションパス」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。
郵送希望の方は、10日・20日締切後、送付いたします。

　今年度の東武動物公園の動物園と遊園地遊び放題の１日フリーパスのご案内
です。「アトラクションパス」と名称がかわり、夏場のプールの利用はできませ
んが、動物園と遊園地はこれまで通りフリーパスで遊べる１日券です。有効期
限は2022年３月31日です。　　

　2,100円 [大人・小人同額]
【通常料金　大人：5,100円　中人：4,800円　小人・シニア：3,800円】
　　　　　　≪有効期限　2022年３月31日≫
◆１ 会 員　年度内10枚まで
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、臨時休園や営業時間
の変更・アトラクションの中止等営業内容に変更がある場合もあ
りますので、ご了承ください。　

◆令和３年度の斡旋価格

　1枚 500円 [未就学児無料〕
　　　≪有効期限はありません≫
◆枚　数　　事業所会員　10枚／月
　　　　　　個 人 会 員　８枚／月

チケットは随時販売しております。

東武動物公園アトラクションパス

いわき ゆったり館 クアハウス
　いわきゆったり館のクアハウス（温泉・プール・ジム）の利用料金が改定と
なります。それに伴い、年間会員の利用は廃止となり、１回の利用金額も昼
夜・高齢者の区分なく一律700円となります。
　ハッピーワークいわきのチケット販売料金も変更となります。

「いわきゆったり館クアハウス」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。

◆特別価格
　１　　枚
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LINE登録
粗品プレゼント
延長中

新たにお友だち登録
いただいた方
先着100名様に粗品
プレゼント！

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

KATEKYO学院・福島県家庭教師協会 presents

（振替公演）㏌福島
めざましクラシックス

◆と　　き　令和３年６月18日㈮
開場 17:00　開演 18:00

◆と こ ろ　とうほう・みんなの文化センター　大ホール
◆価　　格　Ｓ席 4,500円（税込）【通常価格　5,500円】

Ａ席 3,500円（税込）【通常価格　4,500円】
希望の席の種類を記入ください。

◆募集枚数　30枚（会員１名につき２枚まで）

申込締切
4月20日

お楽しみ大抽選会にたくさんのご応募ありがとうございました。

出演：松本　蘭（ヴァイオリニスト）　軽部真一（フジテレビアナウンサー）
　　　荻野目 洋子(スペシャルゲスト） 藤澤 ノリマサ（ヴォーカルスト）

　“ハッピーワークいわき”では、SNSで現在「ホームページ」・「フェイスブッ
ク」・「ライン」で各種情報を発信しております。
　また、事業やチケット・助成券の申込み・お問い合わせなどもできます。
会報への掲載時期が合わない情報の発信やSNS限定のチケットやプレゼント
なども企画していきますので、閲覧・ご登録よろしくお願いいたします。

【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。

■ホームページをご覧になる時は
　会報や事業案内・入会パンフレットなどに掲載されているQRコードにアクセスいただくか
“ハッピーワークいわき”で検索してください。

■フェイスブックをご覧になる時は
　ホームページ上でご覧いただけますが、より詳しくご覧いただく場合はフェイスブックへの登録が必要です。

■ライン登録の場合は
　以下の方法で「友だち登録」をお願いいたします。

　２月の会報で募集いたしました「お楽しみ大抽選会2021」には、1,205件とたくさんのご応募をいただき、ありがとうござ
いました。心より御礼申し上げます。
　アンケートにご回答いただきました中から150名の会員様に「クオカード」・「マルト商品券」・「セブン＆アイ商品券」をお送り
いたします。当選者には、３月下旬に登録事業所宛にお送りいたしました。商品の発送をもって発表に代えさせていただきま
す。
　アンケートを通じていただきました皆様の貴重なご意見は、今後の事業の企画運営・運営にも参考とさせていただきます。
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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３年1月１日～令和３年２月28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
13件
16件
10件
13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）

1件
3件
69件
0件

在会祝（10年）
在会祝（20年）
在会祝（30年）

20件
30件
1件

傷病見舞金
（14日·30日·90日·120日）

23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

●有限会社 高橋瓦屋根工事店
●一叶水産株式会社
●朝日生命 福島支社
　　　　浜通り営業所

事務局インフォメーション事務局インフォメーション
営業時間のご案内

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受付時間を短
縮させていただいております。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力お願いいた
します。

平日　８：30～17：00迄
チケット・助成券の郵送の対応について

　今年度、チケット・助成券の郵送希望の締切日を毎月10日・20日
の２回送付いたします。締切後、３～５日以内の郵送となります。

チケットの申込みについて
　今年度も、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念され、施設や飲
食店などの自粛要請なども心配されますので、ハッピーワークいわき
のチケットや助成券も計画的に購入いただきますよう、お願いいたし
ます。
　特に利用期限のあるチケット、助成券につきましては、原則有効期
限の延長はできませんので、ご了承ください。

　今年も新型コロナウイルス感染症の影響で、「歓送迎会」や「お花見」も自粛や縮小とさびしくなって
しまいますが、予防策を徹底して創意工夫の中「歓送迎会」や「お花見」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少人数で開催
した場合は、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。

　今年も新型コロナウイルス感染症の影響で、「歓送迎会」や「お花見」も自粛や縮小とさびしくなって
しまいますが、予防策を徹底して創意工夫の中「歓送迎会」や「お花見」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少人数で開催
した場合は、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30日まで

事業所親睦助成事業　歓送迎会・お花見親睦助成
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